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2 CatToolsの製品概要 

CatToolsはルータ、スイッチ、ファイアウォールなどのデバイスの設定情報や動的情報の自動管理、コマ

ンド投入などを目的に開発された、多目的ソフトウエアです。 

Cisco / 3Com / Dell / Enterasys / Extreme / Fortinet / Foundry / F5 / HP / Junpier / Nortel 製デバ

イス、その他多くの機器に対応しており、アップデート・メンテナンスを重ねる中で、ますます多くのデバイ

スへの対応を進めています。 

 

CatTools が実行する多くのタスクの中でも次の機能・特徴は日々の管理業務の効率化に大いに貢献し

ます。 

 コンフィグレーションの自動バックアップを行い、変更を検出すると関係者にメールで通知 

 Telnet、SSH経由で複数デバイスに対してコマンドを同時発行 

 スケジュール機能を使用してコンフィグレーションの自動更新 

 ネットワークデバイスのパスワードの一括変更 

 

CatToolsには TFTPサーバが組み込まれており、SSH,Telnetなどをサポートします。 

 

v3.11.x以降は、以下のオペレーティングシステム上で動作します： 

 Windows Server 2016 

 Windows Server 2012 R2 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows 10 

 Windows 8 & 8.1 

 Windows 7 SP1 

 

CatToolsは２つのモードで利用できます： 

 アプリケーションモード： 

対話的に動作します。ユーザーがシステムにログインしている間のみ使用できます。 

 サービスモード： 

自動の NTサービスとして動作します。ユーザーのログインは必要ありません。 

CatToolsには以下の機能があります： 
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 スケジュールベースでの実行または即時実行（"Run Now"） 

 機密データベースフィールドの暗号化 

 プログラムアクセスのための任意のパスワード保護 

 Telnet, SSH1, SSH1.5, SSH2 互換性 

 踏み台デバイスの利用（"Connect via"） 

 デバイスおよびアクティビティの一括インポート/エクスポート（タブ区切りのテキストファイル） 

 組込レポート表示画面 

 マルチスレッド処理（高速バックアップとデータ収集） 

 組込のマルチスレッド TFTPサーバ 

 デバイステンプレートスクリプト。カスタムデバイスタイプの作成も可能（VBscript） 

 IPv6アドレスをもつデバイスをサポート 

2.1 CatToolsの動作概要 

本ソフトウエアは、ターゲットとなるネットワークデバイスを登録する『デバイス』とそのネットワークデバイ

スにどのような操作をするかを定義する『アクティビティ』を設定し、アクティビティにデバイスを登録して

スケジュールで実行することで自動操作を実現します。コマンドプロセッサがTelnetやSSHを使ってデバ

イスへアクセスし、内蔵された TFTPサーバ等を使用してデータの取得を行ないます。 

対象デバイスやサーバにエージェントを入れる必要がない為、導入や撤去は CatTools システム単体で

行う事ができます。 

2.1.1 アクティビティ 

アクティビティは Config 設定をダウンロードしたり、パスワードを変更したり、コマンドを投入したりレポー

トを作成する操作で、OSのタスクスケジューラを利用してタイマー動作します。 

ユーザーは自分でアクティビティを定義する事が出来ます。 

2.1.2 デバイス 

デバイスはログオンアカウント名とパスワード名とデバイスのメーカーやタイプを設定します。デバイスの

システムメッセージやプロンプト等を細かく、同一機種でも機器毎に設定できます。メーカーの対応が遅

れていても、ユーザーは自分でデバイス定義ファイルを作成できます。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

4 

ジュピターテクノロジー株式会社 

2.1.3 データベース 

本ソフトウエアは専用のデータベースを内蔵しますので、外部に別途用意する必要はありません。データ

ベースの容量は 2GB となっています。このデータベースには、登録したデバイスの情報や最後に取得し

た configデータなど、CatToolsが動作するために必要な情報が格納されます。ユーザーが登録したデバ

イスやアクティビティはエクスポート・インポートが可能ですが、データベースの保存・リストアも可能です。

本ソフトウエアが取得した Config データやレポートファイル等は別途フォルダにテキストや HTML 形式で

保存されます。 

2.2 サポートしているアクティビティ 

 DB.UpdateDevice.Password Field 

CatToolsデータベースの Deviceテーブルにあるパスワードフィールドを更新します。 

 DB.UpdateDevice.Text Field 

CatToolsデータベースの Deviceテーブルにあるテキストフィールドを更新します。 

 Device.Backup.Running Config 

Running コンフィグのバックアップを取り、ディスクに保存されている最新のコンフィグファイルと比較し、

差分レポートを出力します。 

 Device.CLI.Modify Config 

running コンフィグにコマンドを送信します。 

 Device.CLI.Send commands 

特権モードでコマンドを送信し、結果をファイルにキャプチャします。 

 Device.ConnectivityTest.Login 

各デバイスにログインし、enableモードに移行します。 

 Device.ConnectivityTest.Ping 

各デバイスに ping コマンドを送信し、ラウンドトリップ統計を返します。 

 Device.InterDevice.Ping  

各デバイスから一連のアドレスまたはリストに記載されているすべてのデバイスに対しPingコマンドを

送信します。 

 Device.TFTP.Upload Config  

１つのデバイスに対してテキストのコンフィグファイルをアップロードします。 

 Device.Update.Banner 

デバイスに対してバナーを適用します。 

 Device.Update.Password 

指定のデバイスのパスワードを変更します。 

 Report.ARP table 

ARPテーブルエントリのレポートを生成し、変更を追跡します。 

 Report.CDP Neighbors table 
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近接デバイスのレポートを生成します。 

 Report.Compare.Running Startup  

デバイスの running コンフィグと startup コンフィグを比較し、差分レポートを生成します。 

 Report.Compare.Two files 

指定した２つのファイルを比較し、差分レポートを生成します。 

 Report.Error info table 

多くの Cisco製デバイスのエラーカウンタレポートを生成します。 

 Report.MAC address table 

ネットワーク上に存在するすべての MACアドレスのリストを生成します。 

 Report.Port info table 

インターフェースのコンフィグレーションおよびデバイスステータスのレポートを生成します。 

 Report.SNMP.System summary 

SNMPを介して収集したデバイス情報のサマリレポートを生成します。 

 Report.Version table 

デバイスのシリアル番号、ハードウェアおよびソフトウェアバージョンのレポートを生成します。 

 Report.X-Ref.Port MAC ARP 

ポート/MAC/ARPの各レポートの相互参照を生成します。 

 System.File.Delete 

日付つきの Config ファイル等を削除します。 

2.3 サポートしているデバイス 

CatToolsが現在サポートしているデバイスのメーカーは次の通りです。 

 Cisco (ルータ、IOS & CatOSスイッチ、ファイアウォール等) 

 3Com 

 Dell 

 Enterasys 

 Extreme 

 Foundry 

 HP 

 Juniper 

 Nortel 
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 その他 

※サポートしているデバイスについては、Devices Supported by Kiwi CatToolsをご参照ください。 

CatToolsでは対応するネットワークデバイスに対し、汎用性が高く最新のCLI構文を使用できます。ご使

用のネットワークデバイスが CatTools 内で正常に動作しない場合、そのデバイスがまだサポートされて

いない可能性があります。あるいは、実行しようとしているアクティビティのみに対してサポート対象外で

あったり、機能を持っていなかったりする可能性があります。また、そのデバイスが使用している CLI 構

文が CatTools でサポートしている CLI 構文と異なっている為に起きる現象の可能性もありますので、ご

注意下さい。 

http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-cattools/supported-devices.aspx
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3 CatToolsを使ってみる 

3.1 概要 

CatToolsは大きく分けて次の４つの手順で使用を開始できます。 

1. Options ⇒ Setup メニューで基本環境項目を設定します。 

2. Devices ペイン ⇒ Devices タブでネットワークデバイスの詳細情報を入力します。 

3. Activities ペイン ⇒ Activities タブでアクティビティを作成し、デバイスに関連付けます。 

4. 作成したアクティビティを実行します。Run nowボタンを押してすぐ実行することも、スケジュール設定

をしてタイマー動作で指定した日時に実行することもできます。 

3.2 インターフェースの機能概要 

本ソフトウエアのインターフェースは次のようなスタイルです。 

 

注意 日本語の表示は出来ません。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

8 

ジュピターテクノロジー株式会社 

インターフェース起動時に次のような Setup ウイザード・ウィンドウが表示されます。 

 

この Setup ウィザードは CatTools を使う上で、以下の最初に登録すべき設定を各ステップに分けて行な

うものです。 

1. デバイスの登録 

2. アクティビティの登録 

3. メール設定 

この内、デバイスの登録とアクティビティの登録のウィザードについては、ファイルメニューに用意されて

いますので、この Setupウィザードで無理に行う必要はありません。 

 

また、起動時にこのSetupウィザードが起動しないようにするには、このSetup ウィザード右上の［X］をク

リックして次のウィンドウを表示させます。 
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この「Run Wizard On Startup」ウィンドウで 

 「はい」をクリックすると、次回起動時も Setupウィザードが起動します。 

 「いいえ」をクリックすると、次回起動時は Setupウィザードが起動しません。 

Setup ウィザードの起動時の動作設定は、CatTools のインターフェースに設定項目がありません。ご注

意ください。必要が無ければこのウィザードのウィンドウを閉じてください。 

 

デフォルト状態のインターフェースの大まかな機能は次の通りです。 

 

1. デバイスの登録： 

インターフェースの左上のエリアで対象デバイスを登録します。 

2. アクティビティの登録： 

インターフェースの右上のエリアで動作を設定します。この動作の設定にはタイマーモードがあ

り、動作時刻を設定します。サービスモードでインストールした場合は、サービスで動作するの

で、タイマーモードを始動した後は、このインターフェースを消しても動作します。アプリケーショ

ンモードでインストールした場合は、このインターフェースを消すと動作が止まります。 

 

動作のログはウィンドウ下部に表示されます。 
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このウィンドウのLook & Feelはデフォルト設定ですが、ウィンドウスタイルを変更すると各設定ペインは、

大きさや位置も含めて自由に配置を変更する事が出来ます。 

3.3 基本環境項目の設定 

基本環境項目で必要と思われる項目の設定の概略を説明します。 

3.3.1 メール送信の設定 

1. ファイルメニュー Options ⇒ Setup をクリックします。 

 

2. E-mail タブ ⇒ General Options タブ ⇒ Send To セクションに送信メールアドレスを設定します。 
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3. Primary SMTP Server Setup タブの Server Name / Address 設定にメール送信サーバのドメイン名

か IP アドレスを設定します。（メール送信に認証が必要であれば、その下の Authentication セクショ

ンの Typeを SMTP AUTHに変更し、Usernameにアカウント名、Passwordにパスワードを入力してく

ださい。） 

 

4. Use this server 設定のチェックボックスにチェックが入っていることを確認します。 

5. Port設定には、そのメール送信サーバが使用するポート番号を入力します。デフォルト設定は 25番

です。 

6. Test Email ボタンを押して E メールが送信されることを確認します。 
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3.3.2 TFTP Serverの設定 

1. ファイルメニュー Options ⇒ Setup をクリックします。 

2. TFTP Server タブを開きます。 

 

3. Automatically start TFTP Server on program startup 設定のチェックボックスにチェックが入ってい

る事を確認します。 
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3.3.3 DNSの設定について 

1. ファイルメニュー Options ⇒ Setup をクリックします。 

2. DNS タブを開きます。 

 

3. Resolve by auto detection of DNS server(s)設定のチェックボックスにチェックが入っている事確認し

ます。 
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3.4 ネットワークデバイスを登録するには… 

1. Devices ペインの Add ボタンをクリックします。 
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2. Device Informationウィンドウが表示されますので、Host Address設定に対象デバイスの IPアドレス

を入力します。 
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3. Passwords タブでログオンアカウントとパスワード、通信方法について設定します。 

AAA Username にログオンアカウントを設定し、AAA Password にパスワードを設定し、Enable 

Password に Enableモード用のパスワードを設定します。 

フィールド内にカーソルを置くと、そのフィールドの説明がステータスバー(Device Information ウィン

ドウ下部)に表示されます。 
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3.5 アクティビティを設定するには… 

1. Activities ペインの Add ボタンをクリックします。 

 

2. Add new scheduled activity ウィンドウが表示されるので、Type設定右端のドロップダウンリストから

アクティビティを選択します。 
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3. Time タブを選択し、Custom schedule のラジオボタンをチェックし、右側の小窓にスケジュール稼動

時刻を入力し、Add ボタンを押してスケジュール起動時刻を追加します。 

 

4. Devices タブを開き、設定するアクティビティの対象とするデバイスに左端のチェックボックスにチェッ

クを入れて、対象デバイスを選択します。 
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3.6 アクティビティの実行の確認 

アクティビティを実行してみます。Activitiesペインの Run nowボタンをクリックします。（Start timerボタン

をクリックすると CatTools はタイマーモードとなり、スケジュール機能で動作する代わりに、アクティビティ

の編集や追加が出来なくなります。） 

 

画面下部 Log 表示ペインの Info Log タブをクリックすると、アクティビティの実行ログが表示されます。こ

のログで正常に終わったという英文メッセージが出力されれば、デバイスとアクティビティの両方とも正し

く設定されています。必要に応じて Log 表示ペイン下のドロップダウンリストから、表示するメッセージレ

ベルを選択します。 

 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

20 

ジュピターテクノロジー株式会社 

3.7 アクティビティの実行状況を監視するには… 

画面下部 Log表示ペインの Activity Log タブをクリックします。 

 

アクティビティが終了すると、その結果がこの画面に表示されます。 

3.8 レポートを表示するには･･･ 

1. 画面下部 Log 表示ペインの Report タブをクリックし、下部の Openボタンをクリックします。 
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2. Open ボタンをクリックし、必要なレポートファイルを選択します。 

 

3. Report タブにレポートファイルが表示されます。 
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3.9 キャプチャしたデータおよびコンフィグファイルを表示するには･･･ 

1. ファイルメニューの View メニューから表示したいフォルダを選択します。 

 

2. Windows エクスプローラーが開き、取得データをファイルに保存したフォルダが表示されますので、

任意のファイルを表示してください。 
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3.10 実行方法の選択 

本ソフトウエアは、アプリケーションまたはサービスとしてインストールできます。 

 

3.10.1 アプリケーションモード 

アプリケーションモードは CatTools を通常の Windowsアプリケーションとしてインストールする為、プログ

ラムを実行するにはユーザーが Windows にログオンしていなければなりません。単発のアクティビティを

実行する場合やアクティビティの実行を監視する場合は、アプリケーションモードでインストールすること

をお勧めします。また、アプリケーションモードは自身の PC で CatTools をたまに実行するユーザーにと

って最適です。 

3.10.2 サービスモード 

サービスモードは本ソフトウエアを Windows のサービスとしてインストールする為、ユーザーが Windows

にログオンしていない状態でもプログラムを実行できます。サービスはコンピュータの Windows の起動に

合わせて起動され、サービスを開始させる為に誰かがログインする必要はありません。標準的なアプリ

ケーションは、その時点でログインしているユーザーの制限に応じて実行することができますが、サービ

スは、デフォルトの場合だと LocalSystem アカウントの下で実行され、通常はファイルへのアクセス許可

などの点で多くの制約を受けます。 

 

本ソフトウエアをインストールし実行するユーザーアカウントに、CatTools の処理に必要なタスクを実行

する為の十分な権限が設定されていることが大切です。通常は Local Systemアカウントで十分ですが、
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サービスとして CatTools を実行する際に支障が生じるようであれば、ユーザーアカウントの権限をまず

確認してください。 

 

ユーザーログオンなしでアクティビティを実行する必要がある場合や 24 時間体制でのスケジュール実行

が必要な場合は、サービスとしてインストールすることをお勧めします。CatTools を実行する為の専用マ

シンを用意できる場合は、サービスとしてインストールするほうが良いでしょう。 

3.10.3 サービスの自動起動 

本ソフトウエアをサービスとしてシステム/サーバにインストールすると、本ソフトウエアが自動的にスター

トアップメニューに登録されます。すなわち、システム/サーバを再起動すると自動的に CatTools サービ

スが開始します。ユーザーがコンソールにログオンしていなくてもサービスが開始されます。 

3.10.4 サービスの依存関係 

CatToolsサービスは大半の OS上で問題なく開始されます。しかし、一部の Windows 2000/2003 Server

システムでは、他のいくつかのシステムサービスが開始されるのを待ってからでないと、CatTools サービ

スを開始できない場合があります。 

 

再起動後に下記の現象が起こった場合は、サービスの依存関係に問題がある可能性があります。 

 “One or more system services failed to start”というエラーメッセージがコンソ

ール画面上に表示される。 

 サービスのスタートアップの種類が自動に設定されているにもかかわらず、CatToolsサービスが

起動しない。 

 

この問題がシステム上で起こった場合は、サービスマネージャで CatTools サービスの状態を確認してく

ださい。 

 

以下はサービスマネージャで CatToolsサービスの状態を確認する手順です。 

1. スタートボタンをクリックします。 

2. ファイル名を指定して実行をクリックします。 

3. ダイアログボックスに service.msc と入力します。 
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4. OK をクリックします。 

5. CatTools サービスの状態カラムが開始と表示されているかを確認します。 

開始と表示されていない場合は、サービスの依存関係に問題がある可能性があります。初め

に起動した別のサービスが原因で、CatToolsサービスが起動しない、といったことが考えられま

す。 

3.10.5 サービスの依存関係の追加方法 

サービスの依存関係を追加するには、次の２つの方法があります。 

 方法１： sc.exeを使用してサービスの依存関係を追加する 

sc.exe を使用し、特に既存のサービスに対する依存関係を作成します。サービスが削除され

た場合（CatTools をアンインストールしたときなど）は、依存関係も失われます。 

 方法２: RegEditを使用してサービスの依存関係を追加する 

Windows レジストリ（RegEdit 経由）を変更して依存関係をリストする新しい値を作成します。この

値は CatTools サービスがシステム上に生成される度（CatTools をアップグレード、あるいは再イ

ンストールしたときなど）に適用されます。これは永続的な解決策です。この方法をお勧めしま

す。 

3.10.5.1 方法１： sc.exeを使用してサービスの依存関係を追加する 

これはサービスの依存関係を既存の CatTools サービスに追加する最も簡単な方法です。しかし、

CatToolsサービスをアンインストールした場合、この依存関係も失われます。 

 

sc.exeを使用してサービスの依存関係を追加するには、スタート ⇒ ファイル名を指定して実行ダイア

ログでコマンドを実行するか、ファイル名を指定して実行ダイアログで cmd.exeを実行し cmd.exeウィ

ンドウにコマンドを入力します。 

 

例） CatTools サービスに LanmanWorkstation、TCPIP、WMI サービスとの依存関係を追加するには、上

記のいずれかの方法で以下のコマンドを実行します。 

 

sc config “CatTools” depend= LanmanWorkstation/TCPIP/WMI 

 

注意：  

 依存関係を設定する前に CatToolsサービスを停止してください。 

 CatToolsサービスはダブルクォーテーション(“”)でくくってください。 
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 複数の依存関係を追加する場合は、スラッシュ（/）で区切ってください。 

 ‘depend=’と依存関係の最初のサービス名との間にスペースを入力してください。このスペース

がなくても一見問題なく動作しますが、依存関係は適用されていません。 

 

ファイル名を指定して実行の使用例 

 

注意： ボックスには実行するフルコマンドは表示されません。ボックスをクリックし右側にスクロール

するとコマンドを確認できます。 

 

cmd.exeの使用例 

 

 

これは、Workstation、WMI(Windows Management Interface)、TCP/IPスタックサービスが確実に開始した

後でCatToolsサービスを開始させる設定例です。システムに追加しなければならないサービスの依存関

係は、マシンおよびどのサービスがスタートアップに設定されているかによって変わります。 

 

注意： アクセスが拒否される場合は、コマンドプロンプトを管理者として実行してください。 

 

依存関係を削除する必要がある場合、CatTools をアンインストールし（アンインストールした後に再起動

することが望ましい）、再インストールするのが最も簡単です。これにより変更された CatTools サービス

は削除されデフォルトのものに置換されます。 

 

以下のコマンドでも依存関係を削除できます。 

sc config “CatTools” depend= none 
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しかしこのコマンドを実行しても依存関係が適切に削除されず、CatTools サービスを使用できなくなる場

合があります。この現象がシステム上で起きた場合は、CatTools をアンインストールしてシステムを再起

動し、CatTools を再インストールする以外方法がありません。 

3.10.5.2 方法２: RegEditを使用してサービスの依存関係を追加する 

これはサービスが生成されるたびに、CatToolsサービスの依存関係が適用されます。CatToolsの再イン

ストールまたはアップグレードのたびに sc.exe を使用してサービスの依存関係を設定する必要はあり

ません。この方法をお勧めします。 

 

必要なサービスを CatTools に先行して開始させる為に、レジストリ設定を以下の通りに変更する必要が

あります。 

 

セクション：  HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Kiwi Enterprises¥CatTools3 

文字列値名：  NTServiceDependencies 

値のデータ：  デフォルトは空欄。サービス名をセミコロン（;）区切りで入力します。 

例： ServiceName1;ServiceName2;ServiceName3 

 

手順例） 

1. CatTools をアンインストールします。 

2. RegEditを実行します 

3. HEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Kiwi Enterprises¥CatTools3 セクションに移動

します。 

4. 新しい NTServiceDependencies 文字列値を作成します。 

5. 初めに起動させるサービスリストを値データに追加します。 

（例： LanmanWorkstation;TCPIP;WMI） 

6. CatTools を再インストールします 

この設定により、Workstation、WMI (Windows Management Interface)、TCP/IPスタックサービスが開始し

た後で、CatToolsサービスを開始させることができます。 
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3.10.6 マップ済みドライブへのアクセス 

デフォルトでは、サービスモードは Local Systemアカウントを使ってログインするよう設定されています。

Local Systemアカウントは、CatToolsを実行するコンピュータにアクセスしているユーザーアカウントとは

異なります。Local System アカウントからは、ユーザーアカウントによって定義されそのユーザーアカウ

ントからでないとアクセスできないマップ済みドライブにアクセスすることはできません。（Local Systemア

カウントは CatTools がインストールしてあるシステムのビルトインアカウントであるため、他のシステムに

似た名前のアカウントがあろうとも、関係ないのです。あくまで似た名前の違うアカウントとして処理され

ます。） 

 

可能であれば、CatTools サービスによって実行されるアクティビティがネットワーク上のパスや事前に保

存されているデータにアクセスしてその情報を読み取る必要のある場合は、UNC（Windows ネットワーク

上での表記法。\\ドメイン名\ドライブレター$\ディレクトリパスといった表記形式のこと。）のフルパス名

を指定して処理させてください。この設定を行わないと、不正確な結果(例えば、バックアップ・アクティビ

ティを何度実行しても常に Configuration is New というステータスが返されるなど)を示すアクティ

ビティレポートが出力される可能性があります。これは、CatTools サービスが現在の設定ファイルのアク

ティビティ設定で指定されているネットワークパスにアクセスできないために起こる現象です。 

同じシステムなのに違うドライブへ書き込みができない、ネットワーク上に共有フォルダを作ったが、そこ

にデータを格納できない、アタッチされた、ドライブレターを持つネットワークドライブにデータを格納でき

ない、という障害の原因のほとんどは、権限が原因です。 

3.11 CatToolsがサービスモードでインストールされたサーバの再起動 

CatToolsがインストールされたサーバを再起動する必要がある場合、サードパーティ製のデバイスドライ

バや環境の設定によって、OS の再起動ができないケースがあります。その場合は、次の手順で再起動

を行なって下さい。 

 

1. CatToolsのタイマーモードを停止します。 

2. コンピュータの管理や SCMなどを使って CatToolsのサービスを手動で停止します。 
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3. CatTools_Manager.exe（インターフェースの事です）を停止します。 

4. OSを再起動します。 
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4 デバイス 

CatTools は広範なメーカーの様々なデバイスをサポートしています。サポートしているデバイスについて

は既にデバイス定義が用意されています。まだサポートしていないデバイスについては、ユーザーがデ

バイス定義を自由に作成できるようになっています。また、汎用的なデバイス定義も用意されており、本

格的なデバイス定義を作成する前に試すことも出来ます。 

4.1 Devices 

CatToolsがターゲットとするネットワークデバイスは、Devices ペインに登録するところから始めます。 

 

 

4.1.1 Devices タブ 

Devices タブは、登録デバイスを管理するペインです。CatTools はこのペインに登録されているデバイス

のみ、操作・実行できます。 
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4.1.2 Devices タブ - Add ボタン 

新しい対象デバイスを登録します。押下すると Device Information ウィンドウが表示され、詳細設定を入

力できるようになります。 
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4.1.3 Devices タブ - Remove ボタン 

登録済みの対象デバイスを削除します。登録されているデバイスを選択して反転表示し、Remove ボタン

を押下すると、削除の確認の為に Remove ウィンドウが表示されますので、OK ボタンを押すとデバイス

が削除されます。 

 

 

このウィンドウには選択したデバイスがアクティビティまたは他のデバイスで使用中であるかどうかが記

載されています。デバイスを削除すると、アクティビティや他のデバイスとの関連付けも削除されます。 

 

Removeウィンドウ Show ボタン： 

CatToolsのデータベースに格納されている登録デバイスのデータの概要を表示します。 
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Removeウィンドウ Hide ボタン： 

CatToolsのデータベースのデータ表示を Removeウィンドウの初期表示へ戻します。 

 

注意：複数選択して複数のデバイスを一度に削除することは出来ません。 

4.1.4 Devices タブ - Edit ボタン 

登録済みの対象デバイスの設定を変更します。押下するとDevice Informationウィンドウが表示され、詳

細設定を編集できるようになります。表示されるタブやオプションは Add ボタンを押したときと同じですが、

ハイライトされているデバイスの現在の設定内容が表示されます。 

 

注意：複数選択して複数のデバイスを一度に設定変更することは出来ません。 

4.1.5 Devices タブ - Copyボタン 

登録済みの対象デバイスの設定をコピーします。押下すると Device Information ウィンドウが表示され、

詳細設定を編集できるようになります。表示されるタブやオプションは Add ボタンを押したときと同じです

が、ハイライトされているデバイスの現在の設定内容が表示されます。 

 

Device Information ウィンドウの Device info タブの Name 欄を一意の名前になるように変更して新しい

対象デバイスを登録してください。 

 

注意：複数選択して複数のデバイスを一度にコピーすることは出来ません。 

4.1.6 Devices タブ - Filter(F3) ボタン 

Database filter ウィンドウが表示され、Devicesタブ内の登録デバイスをDatabase filterウィンドウで設定

した条件でフィルタリングします。デバイスの登録数が非常に増えた場合に有効です。 
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Database filter ウィンドウ Filter details セクション 

フィルタ条件は２つまで重ねる事が出来ます。デフォルトは２つの内の上段の１つだけが有効となってお

り、フィルタ条件入力の間にあるドロップダウンリストには Top only が選ばれています。下段の条件入力

を有効とする為には、上段のフィルタ条件と下段のフィルタ条件を論理積（And）にするか、論理和（Or）

にするかを、フィルタ条件入力の間にあるドロップダウンリストから選んでください。 

 

Database filter ウィンドウ 条件式詳細 

 

 

■第１ドロップダウンリスト 

Include  ： 次の条件を含む 

Exclude  ： 次の条件を除外する 
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■第２ドロップダウンリスト 

Group  ： デバイス設定内のグループ設定を指定 

Name  ： デバイス設定内の Name設定を指定 

Host address ： デバイス設定内の Host address 設定を指定 

Type  ： デバイス設定内の Type設定を指定 

Model  ： デバイス設定内の Model 設定を指定 

Location  ： デバイス設定内の Location 設定を指定 

■第３ドロップダウンリスト 

Contains  ： 項目をどこかに含む 

Starts with ： 項目から始まる（文字列の先頭に存在） 

Ends with ： 項目で終わる（文字列の後尾に存在） 

■第４ドロップダウンリスト（自由な検索ワード入力可能） 

この項目は、入力欄をクリックするとカーソルが表示されます。カーソルを表示させて、自由な検

索キーワードを入力し、第３ドロップダウンリストの指定で検索することもできます。また、右端の

ドロップダウンリストボタンをクリックすると、CatTools に登録されたデバイス設定を読み込んで、

第２ドロップダウンリストに合致するデータをリスト表示します。 
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Database filter ウィンドウ Favourite filters セクション 

 

 

作成したフィルタ条件を後で再利用できるよう保存することができます。ロケーションを指定した条件式な

ら、建屋やサイト毎の表示に、モデルを指定した条件式なら特定のメーカーの特定のモデルだけの表示

へ切り替える事が出来ることを示しています。 

 

Load ： 指定したフィルタをロードします。 

Save ： 変更したフィルタを保存します。 

Delete ： 指定したフィルタを削除します。 

Save As ： 新しいフィルタとして名前を付けて保存します。 

 

Devices タブ―Show All ボタン 

Filter (F3) 設定で検索結果が表示されている Devices タブをリセットし、全ての登録されたデバイスを表

示します。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

37 

ジュピターテクノロジー株式会社 

4.1.7 コンテクストメニュー 

Devices タブの内を右クリックすると、コンテクストメニューが展開されます。 

 

 

コンテクストメニュー - Add   ： デバイス設定を追加します。 

コンテクストメニュー - Remove  ： 登録済みのデバイス設定を削除します。 

コンテクストメニュー - Edit   ： 登録済みのデバイス設定を変更します。 

コンテクストメニュー - Copy   ： 登録済みのデバイス設定をコピーします。 

コンテクストメニュー - Filter   ： 表示デバイスをフィルタリングします。 

コンテクストメニュー - Show All  ： 登録したデバイスを全て表示します。 

コンテクストメニュー - Columns  ： 表示項目を次の様に設定します。 

Columns - Group   ： Group 設定を表示します。 

Columns - Name   ： Name設定を表示します。 

Columns - Host Address  ： ホストアドレス設定を表示します。 

Columns - Type   ： Type設定を表示します。 

Columns - Model   ： Model 設定を表示します。 
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Columns - Location   ： Address1 設定を表示します。 

Columns - Connect Method  ： 接続方法の設定を表示します。 

Columns - Port   ： ポート番号設定を表示します。 

Columns - Show Grouping box  ： Grouping box 表示を行ないます。 

 

この項目を有効にすると、コンテクストメニューが「Hide Grouping Box」へ変わります。 

 

 

Columns - Restore default layout ： デフォルトのレイアウトに戻します。 

Columns - Best fit   ： 表示内容が隠れないように表示します。 

 

コンテクストメニュー - Telnet/SSH to device ： 選択したデバイスに Telnet/SSHで接続。 

設定した Telnet/SSHクライアントによるウィンドウが新たに表示されます。 

 

コンテクストメニュー - Maximise Pane  ： アプリケーションウィンドウ内で最大化 

Maximise Pane を適用すると、アプリケーションウィンドウ全面にタブが展開され、コンテクストメニューの

Maximise Pane項目が「Restore Panes」項目に変更されます。 

 

 

この Restore Panes 項目を選択すると表示デザインが戻ります。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

39 

ジュピターテクノロジー株式会社 

4.1.8 Grouping box 

コンテクストメニューで Columns項目から Show Grouping boxを選択すると、Grouping box表示が有効に

なります。 

1. コンテクストメニューで Columns 項目から Show Grouping box を選択します。 

 

2. 「Drag a column header here to group by that column.」エリアが表示されます。 
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3. グループ分けしたい項目をマウスの左クリックで掴み、この「Drag a column header here to group by 

that column.」エリアにドロップしてください。 

 

4. グループ分けを行うボタンが移動して、登録デバイスがグループ単位で表示されるようになります。

戻す場合はコンテクストメニューの「Hide Grouping Box」を選択します。 

 

4.2 Device Informationウィンドウ 

Add ボタン、Edit ボタン、Copy ボタンを押下すると Device Information ウィンドウが表示されます。

CatToolsが取り扱う対象デバイスの登録は全てこの Device Information ウィンドウで登録する必要があ

ります。たくさんのデバイスを一度に登録する場合は、tabで区切られた CSVファイル（テキストファイル）

をインポートして行うため、この Device Information ウィンドウに専用のインターフェースは用意されてい

ません。 
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このウィンドウは次の５、または６つのタブで構成されています。６つ目のタブは一番右端の「Variations」

タブという特殊なタブで、この機能に対応しているデバイスタイプを選択すると自動的に追加されます。 

 

 

4.2.1 Device Informationウィンドウ下部に表示されるボタン 

以下のボタンが上記５つのタブ画面の下部に表示されます。 

Ping device ： デバイスに ICMP pingパケットを送信します。 
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Telnet/SSH ： 定義済みの Telnet/SSH クライアントプログラムを使用し、対象デバイスに対して

マニュアルでセッションを開始します。使用する Telnet/SSH プログラムは Setup 画

面で指定します。 

OK ： 現在の変更を適用し、メイン画面に戻ります。 

Cancel ： 現在の変更を破棄し、メイン画面に戻ります。 

 

注意： OSの Tenlet クライアント機能を使用する場合、64bit環境では Windows に Telnet クライアント機

能を追加しただけでは機能しません。64bit 環境では CatTools は常に WOW64 環境で動作する為に、

System32に追加された telnetc.exe（telnet クライアント）ファイルを SysWOW64フォルダにコピーします。

この操作で 64bit環境でもこのボタンから Telnet クライアントを呼び出すことが出来ます。Windows の「プ

ログラムと機能」機能では、このクライアントファイルの SysWOW64 へのコピーは自動実行されません。

また、Windowsは SSHクライアントを標準で装備していない為、別途クライアント・ソフトウェアを入手する

必要があります。 
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4.2.2 Device Informationウィンドウ Device info タブ 

ここでは、Device infoタブ画面に表示されるフィールド項目について説明します。全ての項目で半角英数

文字のみ使用可能です。 

 

Vender 

Device Type ドロップダウンリストに表示されるデバイスメーカーをフィルタします。[All Vendors]を選

択した場合、現在のバージョンで対応できる全てのベンダーのデバイスタイプが Device Type ドロッ
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プダウンリストに表示されます。 

 

対象デバイスのメーカーがこのドロップダウンリストに存在しない場合は、「Generic」を選択してくだ

さい。 

Device Type 

ドロップダウンリストから対象デバイスのデバイスタイプを選択します。デバイスタイプは、シリーズ

名やスイッチやルータといった機能名です。対象デバイスのデバイスタイプがこのドロップダウンリ

ストに存在しない場合は、「Generic Device」を選択してください。 

Group 

このデバイスを所属させたいグループの名前を入力するかドロップダウンリストから選択します。こ

のフィールドはフリーフォームなので、テキストを入力するだけで新しいグループを作成できます。論

理カテゴリーまたは物理カテゴリーでデバイスを分類し、それぞれに適したグループ名を付けてくだ

さい。使用できる文字は半角英数と「 _ 」（アンダースコア）のみで、日本語や Unicodeの記号には

対応していません。未対応文字を入力しないで下さい。 

Name 

重複しない固有のデバイス名を入力します。使用できる文字は半角英数と「 _ 」（アンダースコア）

のみで、日本語や Unicodeの記号には対応していません。未対応文字を入力しないで下さい。入力

して反映される文字数は４９文字までで、120文字以上入力するとエラーが発生し、デバイスの登録

ができません。こちらは CatTools の仕様となります。 

Host Address 

新しいデバイスの IPアドレス（標準的な aaa.bbb.ccc.ddd 形式）、またはホスト名を入力します。IPア

ドレスの場合は IPv4のみ対応します。 

File Name 

このデバイスのデータおよびレポートを保存する為にCatToolsが使用する基本のファイル名を定義

します。このフィールドにはデバイス名が反映されますが、ファイル名として使用できない文字は変

換されます。使用できる文字は半角英数と「 _ 」（アンダースコア）のみで、日本語や Unicodeの記

号には対応していません。未対応文字を入力しないで下さい。 

Model 

ドロップダウンリストからデバイスのモデル名を選択します。このフィールドはフリーフォームなので、

自由にテキストを入力することができます。この項目は CatTools の動作に関わる事はありません。

デバイスとのセッションを CatToolsがどのように処理するかはDevice Typeによって決められます。 
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Connect via 

ドロップダウンリストから接続時に経由するデバイスを選択します。デフォルトは Direct connect（直

接接続）です。対象デバイスへ直接アクセスできない場合のみ、ここで別のデバイスを指定します。

CatTools では Telnetまたは SSHを使用してデバイスからデバイスへホッピングさせて最終的な接

続先に繋ぐことができます。 

 

例えば、アクセスリストの制約により直接接続できないデバイスに対し、Linuxボックスがこのデバイ

スに対してアクセスしている場合、最初にLinuxボックスを経由して接続し、そこから接続先デバイス

への Telnetあるいは SSHセッションを開始させることができます。 

 

ジャンプポイントとして Ciscoルータを指定する場合は、コンフィグレーションの Line VTYセクショ

ンで logging synchronous を無効にしてください。これが有効になっていると、ルータから

Telnetセッションを開始しようとするとエラーが発生することがあります。 

 

デフォルトでは、ほとんどの Ciscoルータは 5ライン(line vty 0 4)で設定されています。CatTools

はマルチスレッドに対応しており最大 30（ライセンス種類に依存）のクライアントスレッド（接続）をサ

ポートします。ルータ経由で接続する５つ以上のデバイスに対してアクティビティを作成した場合、利

用可能なルータラインが全て使用中のためにタイムアウトエラーか接続エラーが発生してアクティビ

ティが失敗する可能性があります。 

 

これらのエラーの回避策は、以下の通りです。 

 主要な接続時に経由するルータで利用可能な VTY ラインを増やす。 

 Client threads を 5 threadsに設定する。 

 ルータの代わりに経由するデバイスとして Linuxボックスを使用する。 

Method 

ドロップダウンリストからプロトコル方式を選択します。デフォルトは Telnetです。 

次のプロトコル方式を選択できます。 

 Telnet 

 Cisco SSH 

 SSH1 

 SSH2 

 SSH2-nopty 
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 SSH1-DES 

 SSH1-3DES 

 SSH1-Blowfish 

 Session 

注意：  

 SSH を使用する場合は、特定のデバイスとの接続に SSH の改良型を使用しなければならない

場合があります。例えば、Netscreen デバイスは SSH2 をサポートしていますが、CatTools で接

続する場合は改良型の SSH2-noptyの使用が要求されます。 

 SSHを使用する場合、現在のバージョンではプライベートキーを利用する機能はありません。 

Port 

選択した接続方式のセッションが使用するポート番号を入力します。Telnetのデフォルトポートは23

であり、通常はデフォルト値を変更する必要はありません。SSHはポート 22を使用します。 
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4.2.3 Device Informationウィンドウ Passwords タブ 

ここでは、Passwordsタブ画面に表示されるフィールド項目について説明します。このタブの設定項目・設

定内容は、デバイスタイプによって大きく変更されます。ここでは最も標準的な設定内容を元に説明しま

す。また、設定項目について、全ての設定項目を入力する必要は無く、通常は必要な項目のみを入力し

ます。全ての項目で半角英数文字のみ使用可能です。 

 

 

VTY Password 

仮想ターミナルまたは初期ログインパスワードを入力します。アカウント入力が必要なく、パスワード

のみで管理しているデバイスの時に設定します。 
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Enable Password 

Enableモードまたは特権モードのパスワードを入力します。Unix／Linux系のシステムでは suコマン

ドで使用する rootのパスワードを入力します。 

Privilege Level 

必要であれば Enableモードの特権レベルを指定します。通常は設定する必要はありません。空欄

のままにしておいてください。Cisco製ルータでは0から15までの 16の特権レベルを指定できます。

標準の Enableモードはレベル 15です。この値は Enable コマンドがデバイスに送信される際に追加

して送られる為、必要がないのに指定していると、デバイスが Enableモードへの認証を実行する際

にエラーとなる可能性があります。 

Console Password 

接続経路に COMポート接続があり、デバイスのコンソールを使用する場合は、コンソールのパスワ

ードを入力します。例えば、ターミナルサーバを経由してデバイスのコンソールにログインする場合

等に使用します。CatToolsはローカルホストの COMポートを扱うことは出来ません。 

AAA Username 

ユーザー名（アカウント名）を入力します。Telnet接続で使用する場合、通常はこの設定項目にアカ

ウント名を入力するだけです。 

例）AAA、TACACS、RADIUS またはローカルユーザー名等 

AAA Password 

パスワードを入力します。Telnet接続で使用する場合、通常はこの設定項目にパスワードを入力す

るだけです。 

例）AAA、TACACS、RADIUS またはローカルパスワード等 

SSH Username 

SSH接続を使用する場合、SSHユーザー名を入力します。 

SSH Password 

SSH接続を使用する場合、SSHパスワードを入力します。 

SNMP Read 

デバイスの SNMP Read コミュニティ名を入力します。Report.SNMP.System summary アクティビティ

を実行する場合は、このフィールドを必ず入力する必要があります。指定しない場合、SNMP タイム

アウトやその他のエラーが発生します。 
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SNMP Write 

デバイスの SNMP Write コミュニティ名を入力します。 

Initial login requires password 

対象デバイスにログインするときにパスワードの入力のみが要求される場合は、このチェックボック

スをオンにします。通常は VTY Passwrod か Console Password が使用されてアクセス可能となりま

す。 

Initial login requires username/password 

対象デバイスにログインするときにユーザー名とパスワード両方の入力が要求される場合は、この

チェックボックスをオンにします。 

Enable mode requires username/password 

対象デバイスで Eableモードに移行するときに、Enableパスワードのみが要求されるのではなく、ユ

ーザー名とEnableパスワード両方の入力が要求される場合は、このチェックボックスをオンにします。

AAA Usernameフィールドと Enable Password フィールドの値が使用されます。 
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4.2.4 Device Informationウィンドウ Promptsタブ 

ここでは、Prompts タブ画面に表示されるフィールド項目について説明します。デバイスが非標準的なプ

ロンプトを表示する場合のみ、各フィールドにプロンプトを入力します。全ての項目で半角英数文字のみ

使用可能です。 

 

VTY Prompt 

このデバイスの非標準的な VTYログインプロンプトを入力します。これはデバイスが初回ログイン

パスワードの入力を促すときに表示するテキストです。内部的に持っている標準値は「Password」で

す。例）Password: （Password の文字の後ろにコロンが付く） 
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Enable Prompt 

このデバイスの非標準的な Enableプロンプトを入力します。これはデバイスが Enableパスワードの

入力を促すときに表示するテキストです。例）Password: または Super user login: 

Console Prompt 

このデバイスの非標準的なコンソールプロンプトを入力します。これは、デバイスがコンソールへの

初回ログインパスワードの入力を促すときに表示するテキストです。例）Password: 

Username Prompt 

このデバイスの非標準的なユーザー名プロンプトを入力します。これは、デバイスが初回ログインユ

ーザ名の入力を促すときに表示するテキストです。通常、AAA/TACACS/RADICUSまたはローカル

の認証で使用されます。例） Username: または Please enter login name: 

Password Prompt 

このデバイスの非標準的なパスワードプロンプトを入力します。これは、デバイスが初回ログインパ

スワードの入力を促すときに表示するテキストです。通常、AAA/TACACS/RADICUS またはローカ

ルの認証で使用されます。 

例） 

Password: 

Please enter login password: 
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4.2.5 Device Informationウィンドウ Contact info タブ 

ここでは、Contact info タブ画面に表示されるフィールド項目について説明します。全ての項目で半角英

数文字のみ使用可能です。 

 

Address 1 

デバイスの設置場所を入力します。Devices ペインで Location 列が有効の場合は、デバイスリスト

にこの情報が表示されます。 
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Address 2 

デバイスの設置場所を入力します。 

Address 3 

デバイスの設置場所を入力します。 

Contact Name 

デバイスの担当者名を入力します。 

Contact Phone 

デバイスの担当者の連絡先電話番号を入力します。 

Contact E-mail 

デバイスの担当者の連絡先 E メールアドレスを入力します。 

Contact Other 

その他の連絡先に関する情報を入力します。 

Alert e-mail 

このデバイスに設定されているアラームや警告を E メールで通知するユーザーのアドレスを入力し

ます。 
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4.2.6 Device Informationウィンドウ Extra info タブ 

ここでは、Extra info タブ画面に表示されるフィールド項目について説明します。全ての項目で半角英数

文字のみ使用可能です。 

 

Serial number 

デバイスのシリアル番号を入力します。 
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Asset Tag 

アセットタグ情報（社内で設定した資産番号やメーカーのサービスコード等）を入力します。 

Identification 

デバイスの識別情報を入力します。 

Other info 

その他の情報を入力します。 

Activity Specific1 

特定のアクティビティに固有の情報を入力します。フリーフォームなので、自由にテキストを入力で

きます。 

Activity Specific2 

特定のアクティビティに固有の情報を入力します。フリーフォームなので、自由にテキストを入力で

きます。 
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4.2.7 Device Informationウィンドウ Variations タブ 

CatToolsは対象デバイスへのアクセス時に使用するスクリプトの中で、多くの変数を使用します。対象デ

バイスの特徴がこれらの変数に一致しない場合、スクリプトは正しく動作しません。Variations は、対象

デバイスの特徴に合わせてスクリプトを調整します。 

 

4.2.7.1 Variationsをサポートするデバイス 

Generic.Device が Variations を使用する基本スクリプトですが、他のデバイススクリプトタイプの中にも

Variations の使用をサポートするものがあります。Variations をサポートするデバイスの場合、Device 

Information 画面に Variations タブが表示されます。 
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注意： サポートしないネットワークデバイスの Device Information 画面には Variations タブが存在しませ

ん。 

 

Variations タブから Device Variations にアクセスできます。Device Variations は独立したアプリケーショ

ン・インターフェースではなく、新たに表示される設定ウィンドウです。 
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Variations タブの『Use Variations>>』ボタンを押します。 
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Device Variations ウィンドウが表示されます。と最初に Help タブ画面が表示されます。 

 

 

Device Variationsウィンドウ上のそれぞれのタブに、現在設定が可能な機能・変数が表示されます。グレ

ーアウトされている値が現在使用されている値です。現在使用されている値を変更する場合は、

Variations のチェックボックスにチェックをつけて値を入力します。 
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Variationsファイルには上書きする項目のみを設定し、フィールド値を入力した後にSaveボタンをクリック

します。自動的にこのデバイス用の Variations フォルダが作成され、Variations・ファイルが保存

されます。Variations をこのデバイスが所属するグループかつ同一のデバイススクリプトを使用するすべ

てのデバイスに適用したい場合は、Group Save ボタンをクリックします。 

 

すべての Variations ファイルを除去するには、C:\Program Files (x86)\CatTools3\Variations\…から

Variations ファイルを削除するか、Device Variationsウィンドウですべての Variations をデフォルト状

態に戻し、Save または Group Save ボタンをクリックします。 

4.2.7.2 Variationsの使用方法の概要 

ある特定のデバイス上で Variations を使用するには、そのデバイスの Variations ファイルを CatTools イ

ンストールディレクトリ下にある¥Varations サブフォルダに置く必要があります。Variations ファイル名

はDevice Information画面のDevice infoタブにある File Nameフィールド値と同じ、ファイル拡張子は.txt

でなければなりません。 

 

例えば、Device Information 画面の Name フィールド値が Generic Device 1で File Name フィールド

値が Generic_Device_1の場合、Variations ファイル名は Generic_Device_1.txtになります。 

 

このファイルは OS付属のメモ帳（notepad.exe）を使用して手動で作成するか Device Variations タブ

で設定し、それをSaveボタンで保存することで自動作成できます。個別のVariationsファイルがグループ

の Variations ファイルに優先します。 

4.2.7.3 Variationsのデバイスグループへの適用 

１つのVariationsファイルを同じグループに所属するすべてのデバイス（同じデバイススクリプトタイプ）に

適用することができます。これを実現するには、Variations ファイル名をデバイススクリプトタイプ名と同じ

にし（例： Generic.Device.txt）Variations¥Groups¥デバイスが所属するグループと同じ名前

のフォルダ 下におきます。 

 

例えば、ある Variations ファイルを HeadOfficeグループに所属する Juniper.Routerデバイスタイプの

全デバイスに適用させたい場合、CatToolsインストールフォルダの下記の場所にファイルを作成します。 

¥CatTools¥Variations¥Groups¥HeadOffice¥Juniper.Router.txt 

4.2.7.4 Device Variationsウィンドウ Prompts タブ 
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Login Prompts （ログインプロンプト） 

デバイスがユーザー名またはパスワードを尋ねるときに表示するプロンプトを定義します。

DEVICE_USERNAMEPROMPT = “Username:” 

DEVICE_PASSWORDPROMPT = “Password:” 

Mode Prompts （モードプロンプト） 

デバイスが異なるモードでホスト名の後ろに表示する文字を定義します。例えば、ご使用中のデバ

イスが VTYプロンプトで Cisco2950> と表示する場合、”>”を指定します。

DEVICE_STANDARDPROMPT = “>” 

DEVICE_PRIVILEGEDPROMPT = “#” 

DEVICE_CONFIGPROMPT = “(” 

 

コンフィグモードのプロンプト（DEVICE_CONFIGPROMPT）では、コンフィグモードのときにホスト名

の右に表示される最初の記号のみを定義することに注意してください。これによりこの定義はコンフ

ィグモードの拡張にも適用されます。つまり、Cisco2950(config)Cisco2950(Config-if)

の両方のプロンプトに”Cisco2950(”が表示される為、この設定はこれら両方のプロンプトに適用

されます。 

More/Paging Prompt （More/ページングプロンプト） 
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デバイスのページングが有効であるときにページの最後に表示されるテキストを定義します。 

 

注意： “more”ページングプロンプトテキストにVariationsがある場合は、必ず全てのVariationsを定

義してください。 

 

Device.Backup.Running Configアクティビティは moreテキストを除外してコンフィグレーションを保存

します。全ての moreページングプロンプトテキストを定義していない場合、保存されたコンフィグレ

ーションには不要なまたは無効なコンフィグレーション行が含まれる可能性があります。 

 

DEVICE_MORETEXT = “—More—“ 

ページングプロンプトから処理を続行させる為に押すキーを定義します。 

 

MORETEXT_KEYSTROKE=” “ 

4.2.7.5 Device Variationsウィンドウ Full Prompts タブ 

 

Full Prompt Values （完全なプロンプト値） 

CatToolsは通常、デバイスのホスト名を決定し、このホスト名と特定のプロンプトから VTYプロンプ

ト、Enableプロンプト、コンフィグプロンプトを決定します。しかし CatTools がご使用中のデバイスに

対して上記のプロンプト決定を行えない場合は、自分で完全なプロンプト値を定義できます。以下の
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４つの値のうちいずれかが定義されている場合、CatToolsはデバイスのホスト名の決定を試みませ

ん。このため一般的に言えば、以下のいずれかを使用する意向がある場合、４つすべての値を定

義するべきです。 

 

FULL_HOSTNAMEID = “Cisco2950” 

FULL_VTYPROMPT = “Cisco2950>” 

FULL_ENABLEPROMPT = “Cisco2950#” 

FULL_CONFIGPROMPT = “Cisco2950(“ 

4.2.7.6 Device Variationsウィンドウ Backup Ignore Text タブ 

 

Backup Ignore Text （バックアップ時に無視するテキスト） 

Device.Backup.Running Config アクティビティは、現在のコンフィグレーションと前回のコンフィグレー

ションを比較するときに変化を無視する項目を定義します。この Variations により、デバイス固有の

項目を Ingore Text（無視するテキスト）に追加できます。 

 

注記： これまでに紹介したVariationsとは異なり、この項目はVariationsファイル内に複数定義でき

ます。複数の項目を”|”区切りで１行に定義することはできません。１行ずつ別に定義しなければなり

ません。 
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BACKUP_IGNORETEXT = “^! Last configuration change at” 

BACKUP_IGNORETEXT = “<Time” 

4.2.7.7 Device Variationsウィンドウ Modifyタブ 

 

Strip Characters （文字の除去） 

デバイスの中には、出力の中に¥ANSI や ¥Null の擬似エスケープ文字を含めるものがあります。

必要であれば、バッファからこれらを除去することができます。 

 

RESPONSE_STRIP_VT100ESC = “1” 

RESPONSE_STRIP_ANSICHARS = “1” 

RESPONSE_STRIP_NULLS = “1” 

Data Timeout （データタイムアウト） 

CatToolsは一定時間（通常 30秒）デバイスからの応答を待ち、データが帰ってこない場合はタイム

アウトします。”show”コマンドのような出力が多いコマンドでは、デフォルトのタイムアウトが乗数を

使って延長されます（通常 4倍）。ご使用中のデバイスの処理が特別遅い場合、デフォルトのタイム

アウトを 30秒から増やすことができます。 

RESPONSE_TIMEOUT= “30” 

4.2.7.8 Device Variationsウィンドウ Device Messagesタブ 
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Invalid/Incomplete command （無効/不完全コマンド） 

無効/不完全なコマンドが入力されたときにデバイスが出力するメッセージを定義します。 

 

注意： エラーテキストをすべて記述する必要はありませんが、他のデバイス出力と一意に区別して

識別できるテキストを定義してください。 

 

DEVICE_INVALIDCOMMAND = “% Invalid input detected at” 

DEVICE_INCOMPLETECOMMAND = “% Incomplete command” 

Yes/No Text （Yes/No テキスト） 

デバイスが yesまたは noの回答を要求するとき（例： ”Reload Config (y/n)”）に表示される

テキストを定義します。 

 

DEVICE_YESNOTEXT = “(y/n)” 

Config Header Text 

取得した Config の不必要なヘッダ（先頭行）を削除する機能です。ここに設定した文字列とパターン

マッチングした先頭行は、保存時に削除されます。 

4.2.7.9 Device Variationsウィンドウ Additional Commands タブ 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

66 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

Additional Commands （追加コマンド） 

スクリプトのある部分の実行中に、デバイスへ発行するコマンドを定義します。 

Enableモードまたは特権 execモードに移行する/終了するコマンド 

 

COMMAND_ENTERENABLEMODE = “enable” 

COMMAND_EXITENABLEMODE = “disable” 

 

コンフィグモードに移行する/終了するコマンド 

COMMAND_ENTERCONFIG = “configure terminal” 

COMMAND_EXITCONFIG = “CTRL-Z” 

 

ページングを無効にする/有効にするコマンド 

COMMAND_DISABLEPAGING = “terminal len 0” 

COMMAND_ENABLEPAGING = “terminal len 24” 

 

running コンフィグレーションおよび startup コンフィグレーションを表示するコマンド 

 

注意： “sh run”などの省略コマンドの使用は推奨しません。スクリプトの中にはこのコマンドの一部

から show コマンドを見つけて、これを使ってタイムアウト時間を延長するかどうかを決定するものも
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あります。 

 

COMMAND_RUNNINGCONFIG = “show running-config” 

COMMAND_STARTUPCONFIG = “show startup-config” 

 

変更を保存する/デバイスとの接続を切断する/他のデバイスに pingするコマンド 

COMMAND_SAVENVRAM = “write mem” 

COMMAND_DISCONNECT = “exit” 

COMMAND_PING = “ping” 

4.2.7.10 Device Variationsウィンドウ Pre/Post Login タブ 

 

Pre-Login Keystroke （ログイン前のキーストローク） 

デバイスの中には、ログイン前にデバイスをウェイクアップさせる為のキーストロークを要求するも

のがあります。複数のキーストロークが必要な場合も定義できます。例えば、ログイン前にスペース

キーを 2回押さなければならない場合、単一スペースを送信するキーストローク定義を 2行記述し

ます。 

 

例） 

PRE_LOGIN_KEYSTROKE = “CTRL-Y” 
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PRE_LOGIN_KEYSTROKE = “CTRL-Z” 

PRE_LOGIN_KEYSTROKE = “CR” 

PRE_LOGIN_KEYSTROKE = “ “ 

PRE_LOGIN_KEYSTROKE = “Y”  

Pre-Login Message （ログイン前のメッセージ） 

ログイン前のキーストロークを要求するデバイスの中には、メッセージをプロンプト表示するものが

あります。この場合、メッセージが表示されるまでキーストロークが送信されないように、ログイン前

のメッセージを定義しておかなければなりません。 

 

PRE_LOGIN_MESSAGE = “Press CTRL-Y to continue” 

Post-Login Keystroke （ログイン後のキーストローク） 

デバイスの中には、ログイン後にキーストロークの送信を要求するものもあります（例： CLIプロン

プトを表示する為のメニュー）。ログイン後に複数のキーストロークが必要な場合も定義できます。

例えば、ログイン後にスペースキーを 2回押さなければならない場合、単一スペースを送信するキ

ーストローク定義を 2行記述します。 

 

POST_LOGIN_KEYSTROKE = “CTRL-Y” 

POST_LOGIN_KEYSTROKE = “CTRL-Z” 

POST_LOGIN_KEYSTROKE = “CR” 

POST_LOGIN_KEYSTROKE = “ “ 

POST_LOGIN_KEYSTROKE = “Y” 

Post-Login Message （ログイン後のメッセージ） 

ログイン後のキーストロークを要求するデバイスの中には、メッセージをプロンプト表示するものが

あります。この場合、メッセージが表示されるまでキーストロークが送信されないように、ログイン後

のメッセージを定義しておかなければなりません。例えば、CLI に入る為のキーストロークを送信す

る前に Press C to enter the CLI というメッセージが表示される場合は以下のように記述し

ます。 

 

POST_LOGIN_MESSAGE = “Press C to enter the CLI” 

4.3 デバイス固有の情報 

ここでは、CatTools で様々なデバイスの動作や設定を理解するのに役立つ詳細情報について説明しま

す。 
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4.3.1 Dell製デバイス 

一部の Dell 製デバイス(例：PowerConnect スイッチ 5224、5324、6024 等)では、コンフィグレーショ

ンのバックアップやレポートを取得する為にデバイス出力をキャプチャしているときに、システムまたはポ

ートステータスメッセージが表示されて処理が中断されることがあります。 

これらのメッセージはターミナルウィンドウに送出される為、他の出力データと同時にキャプチャされる可

能性があります。その結果、レポート生成の問題やコンフィグレーションバックアップ・アクティビティの比

較機能の不具合の原因となる場合があります。 

このようなメッセージが表示されないようにするには、コンフィグレーションモードで次のコマンドを送信し

てデバイスのグローバルコンフィグレーションを変更します。 

 

no logging console 

 

このコマンドにより、コンソールやターミナルのウィンドウ上にシステムメッセージがまったく表示されなく

なります。 

 

システムメッセージが表示されるよう元に戻すには、次のコマンドを実行します。 

 

logging console level 

 

level - コンソール上に表示するメッセージのロギングを特定のレベルに制限します。 

以下のレベルを設定できます。 

 

emergencies 、 alerts 、 critical 、 errors 、 warnings 、 notifications 、

informational、debugging 

4.3.2 SSH2接続問題 

Dell O/Sバージョン 2.0.0.12の SSH2実装に問題があるようです。Dellデバイスとの接続に SSH2接

続を使用した（CatToolsの Method フィールドに SSH2を設定）場合、Username フィールドと Password フ

ィールドに正しい値が設定されていても以下の Info Logエラーが表示されます。 

 

“Failed to determine hostname - timeout” 

このエラーが表示された場合は、Dell O/Sのバージョンを確認してください。これは Dell O/Sのバージョ

ン 2.0.0.12固有の問題であり、これ以前のバージョンは影響を受けません。 

この問題は、特に CatToolsに限ったものではなく、Dell O/Sのバージョン 2.0.0.12を使用するデバイスに

接続する他のクライアントにも影響を与える場合があります。例えば、他社のアプリケーションや一般的

なターミナルソフトウェアでも、同様の問題が発生する場合があります。 
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4.3.3 ASA dap.xmlファイル 

ASA(v8.0)の DAP(Dynamic Access Policies)コンフィグレーションは、フラッシュメモリ上の

dap.xmlファイルに保存されており、これは runningコンフィグレーションまたは startupコンフィグレーシ

ョンファイルの一部ではありません。通常の CatTools のバックアップ・アクティビティは、このファイルをバ

ックアップしません。 

CatTools にこのファイルをバックアップさせるには、TFTP でファイルを保存する２つ目のアクティビティを

作成する必要があります。 

 

タスクを完了させる次のコマンドを使って Device.CLI.Send commands アクティビティを作成してください。 

 

copy disk0:/dap.xml tftp://tftpserver-name/dap.xml 

dap.xml 

tftpserver-name 

%ctDeviceName.%ctDateISO.dap.xml 

4.3.4 HP2500シリーズスイッチ 

CatTools では 24xx、25xxおよび 26xx シリーズのスイッチをコマンドラインモードでサポートしています。 

これらのスイッチが自動的にコマンドラインモードに移行するよう設定するには、次の作業を行う必要が

あります。 

1. コマンドライン画面を呼び出します 

2. setup と入力します。 

3. Logon Default を CLI に設定します。 

4. 変更を保存します。 

4.3.5 3Com Superstackスイッチ 

4.3.5.1 サポート対象スイッチ 

3Com SuperStack スイッチシリーズ 

610 / 630 / 1100 / 3300 / 3300 FX / 3300XM / 3300TM / 3300SM / 3300MM 

4.3.5.2 背景 
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3Com スイッチのコンフィグレーションを取得するのに、Telnet が最適というわけでも効率が良いというわ

けでもありませんが、他に実用的な選択肢は多くありません。CatTools では、様々な display コマンド

の出力をキャプチャすることによって、スイッチが故障した場合でも判読可能な設定リストを得ることがで

きるようになっています。3Com 製品では show config のような便利なコマンドが使えないため、この

バックアップ方法が次善の策なのです。完全な設定リストを得る為に必要なコマンドをすべて実行する為、

バックアップには 1台のスイッチにつき 5分以上かかることもありえます。 

4.3.5.3 注意 

3Comスイッチの CLIにアクセスしている最中に、時々、理由もなく電源が入ったままスイッチが再起動す

ることがあります。この現象が起きると Telnet セッションが切断され、すべてのネットワークトラフィックが

スイッチの起動シーケンスが終わるまで止まってしまいます。起動シーケンスの完了にはおよそ 15秒か

かります。この間、スイッチに繋がるネットワークセッションが全て停止します。 

スイッチの再起動はTelnetセッションが100BASE/T（高速ポート100Mbps）から発せられている場合に起

こりやすくなるようです。スイッチの電源が入ったまま再起動する現象が 1 回でも起きると、再びクラッシ

ュする可能性が高くなります。このようなときは電源コードを抜いて電源を落としてから電源を入れなお

すと、スイッチが安定した状態に戻り、クラッシュが起きにくくなります。クラッシュは特定のコマンドとは関

係なく起きるようです。このようなクラッシュは、バージョン 2.62 以前のすべてのバージョンのスイッチエ

ージェントソフトウェアで発生することが確認されています。 

Securityユーザーではなく Adminユーザーでログインするとクラッシュしにくくなります。 

4.3.5.4 バックアップの勧め 

3Com 製スイッチのクラッシュの問題に対しては、トラフィックの使用率が低い時間帯にデバイスのバック

アップを取ることのみが、現段階で取り得る唯一の対処方法です。バックアップの頻度をなるべく減らす

ためにも、コンフィグレーションが変更されたときにのみバックアップを取るのが効率的で有効であるとい

えます。バックアップ作業を行うときは、Securityではなく Adminユーザーでログインしてください。 

現段階では、コンフィグレーションは常に変更されているように見えます。これはキャプチャされたコンフィ

グレーションには様々なパケットカウンタやステータスが含まれている為です。これらの値はバックアップ

のたびに変更されます。 

4.3.5.5 発行可能なコマンドの一覧 

CatToolsは以下のコマンドを発行し、その出力をファイルにキャプチャします。 

1 “bridge display” 

2 “bridge multicastFiltering routerPort list” 

3 “bridge port address list all” 

4 “bridge port summary all” 
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5 “ethernet summary all” 

6 “feature resilience detail” 

7 “feature trunk summary” 

8 “ip interface display” 

9 “snmp trap display” 

10 “system display” 

11 “system inventory” 

12 “system module display” 

13 “system security access display” 

14 “system security user display” 

15 “bridge vlan summary all” 

16 “bridge vlan detail” (定義済み VLAN番号) 

17 “bridge port detail” (スイッチポート番号) 

18 “feature trunk detail” （トランク番号） 

4.3.5.6 デバイス設定（Device Information画面での設定） 

Usernameおよび Password フィールドに、デバイスにログインする為のユーザー名とパスワードを入力し

ます。VTY Password と Enable Password フィールドは使用されないため空白のままで構いません。 

3Com製スイッチで標準的なユーザー名は、Monitor、Admin、Manager、Securityです。パスワード等の変

更を行う場合は、Securityユーザーでログインする必要があります。 

4.3.5.7 スイッチスタックへのアクセス 

１つのスイッチスタックはマトリックスケーブルで接続された最大 4台のスイッチで構成されます。各スイッ

チにはユニット番号(1～4)が振られて識別されます。IPアドレスはスタック内の各デバイスと同じです。 

ログイン後、”system unit N”（Nはセッションを確立したいスタックユニット番号）コマンドを発行するこ

とでスタックユニット間を切り替えます。 

4.3.5.8 CatTools経由でコマンドを CLIに送信する 

Enableプロンプトメニューで Device.CLI.Send commands を使うことによって、コマンドを 3Com スイッチの

CLI に発行し、出力結果をキャプチャしてファイルに保存できます。 

 

例） adminユーザーのパスワードを変更するコマンド 

system security user modify admin 

newpass 

newpass 
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private 

 

例） ポート 3を VLAN 2に追加するコマンド 

bridge vlan addport 2 3 802.1Q 

 

例）メニュー項目を元に戻すコマンド 

q(quit) 

4.3.6 Cisco Terminal Serverを経由した接続 

CatToolsではCisco Terminal Serverデバイスタイプをサポートしています。このデバイスタイプは、コンソ

ールポートを介してターミナルサーバタイプのデバイスに物理的に接続されているデバイスに対して

CatToolsで接続できるように設計されています。ターミナルサーバデバイスとそれに接続されているデバ

イスの両方または片方に対する認証もサポートしています。ローカル認証またはリモート認証のいずれ

かをサポートします。この接続タイプはリバース Telnet としても知られています。 

ターミナルサーバの設定手順は以下の通りです。 

1. Device Type フィールドで Cisco Terminal Server を選択し新しいデバイスを作成します。 

2. Host Address フィールドにデバイスの正しい IPアドレスを設定します。 

3. Connect via フィールドで Direct connect を選択します。 

4. このデバイスの認証を、ターミナルサーバのポート使用時はパスワードを要求するように設定しま

す。 

ターミナルサーバからデバイスに接続するには、サーバに接続されているデバイスを次のように設定し

ます。 

1. Device Type フィールドで実際のデバイスタイプに該当するタイプを選択します。 

2. Connect via フィールドでターミナルサーバデバイスを経由して接続するよう指定します。 

3. Method フィールドで Telnetを選択します。 

4. Port フィールドにデバイスが接続されているターミナルサーバ上のポートを指定します。 

例） 非同期ポート 1 は TCP ポート 2001 に該当します。デバイスにアクセスする際、認証を行うよう設定

します。ターミナルサーバに接続されているデバイス上でアクティビティを実行するには、そのデバイス自

体を選択します。 

 

CatToolsからデバイスに接続するときは、先にサーバに接続しなければなりません。 
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CatToolsは、ターミナルサーバを介して接続されているデバイスに定義されているポートを使って、ターミ

ナルサーバに接続します。ポートを使用する為に認証が要求された場合は、ターミナルサーバから認証

情報を取得して使用します。 

 

CatTools でターミナルサーバへの認証が成功すると、CR が送信されてポートが有効になります。次に、

そのデバイスに設定されているクレデンシャルセットを使ってターミナルサーバに接続されているデバイ

スに認証を行います。 

 

CatTools でターミナルサーバを利用する上で注意しなければならないことがいくつかあります。 

通常の接続は com ポートを経由すること。 

CatToolsからデバイスへアクセスすると、かなり時間がかかることが予測されます。 

ターミナルサーバはCatToolsに直接接続されていなければなりません。CatToolsは、別のデバイスを経

由して接続するターミナルサーバの使用をサポートしていません。 

ターミナルサーバに接続してコマンドを発行させる、またはバックアップを取る必要がある場合は、

CatTools で標準のデバイスタイプを使って別のデバイスを定義します (例えば、Cisco Router 

General というデバイスタイプで Cisco 2509 ルータを定義します)。そのデバイスのホストアドレス、

接続方法などの詳細を正しく設定します。ポートは通常の接続方法で使用するポートを選択します(例え

ば、Telnetの場合はポート 23を選択します)。 

ターミナルサーバ上でデバイスとの接続が切断された後でも、ポートコネクションはタイムアウトまでは開

いたままになっている可能性があります。タイムアウトまでの時間はデバイスの設定により異なります。

認証が必要なデバイスで、ポートコネクションがタイムアウトする前に再接続要求を出すと、CatTools か

ら”Did not receive VTY entry prompt ...”というメッセージが表示され、接続に失敗する場

合があります。このエラーは、CatTools がデバイスに認証を送信したときに、送信されたデバイス側では

ポートコネクションがまだ使用可能であり認証を必要としないために発生します。CatTools でデバイスの

認証オプションの設定を解除すれば、接続できるようになります。 

このことが問題である場合、exec timeout(Ciscoルータ)値を低く設定してコンソール接続が長時間残

らないようにするという方法も考えられます。 

4.3.7 セッションを経由した接続 

セッション接続方法は相互接続を実現できる多種多様な方法をサポートする為に追加されました。この

方法を使用すると、１つのホストデバイスから任意の仮想デバイス/ブレード/セッションまたはモジュー

ルに接続できます。この機能を使用するには、CatTools で２つのデバイスを設定する必要があります。１

つは親デバイス、もう１つは親デバイスに含まれる仮想デバイスまたはセッションです。 

親デバイスへの接続の設定手順は通常通りです。仮想デバイスへの接続を作成するには、以下の３つ

のフィールドに設定が必要です。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

75 

ジュピターテクノロジー株式会社 

Host Address フィールド 

次のデバイスに接続する為に必要な任意のコマンドを実行する為に使用します。 

例） 

Session 15 

Changeto System 

Session slot 4 proc 1 

Telnet 

Connect via フィールド 

セッションを確立する為に最初に接続しなければならないデバイスを設定します。 

Method フィールド 

Sessionを設定します。 

この機能は、現在のところ以下のデバイスタイプで使用できます。 

対応するデバイスタイプ 

 Cisco.Router.General 

 Cisco.Switch.IOS 

 Cisco.Switch.CatOS 

 Cisco.Firewall.ASA 

 Cisco.Firewall.PIX 

 Cisco.ACE 

 3COM.Switch.SSII 

4.3.8 セッションを経由した接続の概念 

セッションを経由した接続の概念について説明します。Cisco 6509にはファイアーウォールモジュール

があります。あなたはこれをバックアップしたいとします。Cisco 6509は CatOS であり FWSMは Cisco 

IOSです。 

 

まず、１つ目のデバイスを定義します。Device Information 画面の Device info タブ画面を開きます。

Device Type フィールドで Cisco.Switch.CatOS を選択し、Name フィールドに、My 6509 と入力します。

Host Addressフィールドにはデバイスの IPアドレス、Connect viaフィールドではDirect Connect、Method

フィールドでは Telnet（この例では）を設定します。Passwords タブを選択し、必要なユーザー名、パスワ
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ード情報を設定します。 

 

次に、２つ目のデバイスを定義します。Device Type フィールドで Cisco.Switch.IOS を選択し、Name フィ

ールドに My FWSM と入力します。Host Address フィールドにはこのモジュールにアクセスする為のコマン

ドを入力します。Connect viaフィールドではMy 6509、Methodフィールドでは Sessionを設定します（この

例では、Session Slot 4 Proc 1 です）。 

Passwords タブを選択し、ログインに必要な情報を設定します。 

 

最後に、FWSMのバックアップを取る為のバックアップ・アクティビティを作成し、My FWSMに対してそれを

実行します。CatTools はバックアップ・アクティビティを実行すると、MY FWSM をバックアップする為には

MY 6509 を経由しなければならないことを認識し、まず MY 6509 にログインします。そして接続を確立

する為にカスタムコマンドを発行し、Cisco.Switch.IOS デバイスタイプで定義された通りにデバイス

をバックアップします。 

 

免責事項／警告 

CatTools と接続対象デバイス間の通常の通信は、コマンドを送信し既知の応答を取得するプロセスで行

います。これは、接続対象デバイスの OSがわかるので、応答を予想できるからです。 

しかし Session 接続方法は、１つのデバイスから別のデバイスに接続できます。ほとんどの場合、これら

親/子デバイスの OSは同じですが、OSが異なる場合もあります（例： Cisco 6509）。 

このため、特定の接続ルーチンの背後にあるロジックが他と異なります。 

 

逆の場合もあります。 

２つ目のデバイスでどのようなログインプロンプトが表示されるのか（ログインプロンプトが存在するの

か）がわからないため、既知の応答としてそれを使用することができません。 

代わりに、接続コマンドを発行したときに１つ目のデバイスが返す既知の誤った応答を探します。既知の

エラー以外を受け取った場合は、その応答が２つ目のデバイスからのバナーまたはログインあるいはプ

ロンプトであるとみなします。 

ここで、制御が２つ目のデバイスのスクリプト（認証処理部分）に渡されます。接続が確立しない、トラップ

されないエラーメッセージが返される可能性があります。この場合、CatTools は２つ目のデバイスからの

メッセージであると考え、スケジュールアクティビティの実行を開始します。親/子の OS が類似していれ

ばコマンドが有効となり、誤ったデバイス上でも指示が処理されます。 

 

このため、本番環境でSession接続を使用する前にすべてテストし、近くで監視することをお勧めします。 

4.3.9 Ciscoおよび Netscreenの SSH2 

多くの Cisco IOSデバイスでは、バージョン 12以降 SSH2をサポートしています。Netscreenデバイスも
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バージョン 5以降の IOSで SSH2をサポートしています。 

CatTools で Netscreen デバイスへ接続するには、SSH2 プロトコルの一種である SSH2-nopty を使用す

る必要がある場合があります。 

これは、コマンドプロセッサへ SSH 接続を使用する際に *nix で使用される擬似端末と関連しますが、

ネットワークデバイスによっては SSH2-nopty を使用しなくても接続できるものもあります。 

4.3.10 Cisco VPN 

CatToolsに Cisco VPNデバイスを追加する場合、まずは Device Type で Cisco.VPN を選択して設定し

てみてください。Cisco.VPN デバイスタイプは、Cisco VPN デバイスに採用されているメニュードリブンシ

ステムを操作する為に送信する必要のあるコマンドを決めやすいように設計されています。 

Cisco.VPN デバイスタイプを使用すれば、ほとんどの場合、個々のメニュー、サブメニューあるいはメニュ

ー項目にアクセスする際に使用される番号システム内の差分を処理できます。 

参考： Cisco VPNデバイスには通常メニューインターフェースがあります。CatToolsはコンフィグレーショ

ンを表示させるメニューアイテム番号文字列を送信することで、そのインターフェースにアクセスします。 

Cisco 3002以前では 2.5.1 を使用します。Cisco.Older.VPN3002 はこれをデフォルト値として使用し

ます。 

V4.0以前の VPN IOSは 2.6.3をメニューシーケンスとして使用します。Cisco.Other.VPN3000はこれを

デフォルト値として使用します。 

V4.1以降の VPN IOSでは 2.8.3をメニューシーケンスとしてを使用します。 

Cisco.V4.1.VPN3000 はこれをデフォルト値として使用します。 

 

中間の V4.0の VPN IOSは 2.7.3を使用します（上記３つの Cisco VPNデバイスタイプはこれをサポー

トしません）。Cisco.VPN デバイスタイプは上記のどのコマンド Variations も処理できるので、最初にこの

デバイスタイプを選択してください。Cisco.VPN デバイスタイプを選択してデバイスのバックアップに失敗

する場合は、上記の他の VPNタイプを試してください。VPN3000デバイスタイプのいずれを選択しても、

デバイスのバックアップが成功しないときは、バックアップ・アクティビティの Use alternate command フィ

ールドに 2.7.3 と入力してください。 

注意： Use alternate command フィールドを使用すると、そのアクティビティで選択されたすべてのデバイ

スのデフォルトコマンドが上書きされます。 

4.3.11 Cisco WAAS 

Cisco WAASからデータベースのバックアップを行えるようにする手順を説明します。 

通常使用される手順は、ローカルバックアップファイルも作成する（ホストマシンへの転送が必要）他のデ

バイス用に更新される可能性があります。 

 

この手順は Device.CLI.Send commandsアクティビティから２つの外部スクリプトを呼び出します。 
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１つ目のスクリプト（WAASDumpName.txt）は、バックアップファイルを作成し、後で使用する為にスクリプ

トディクショナリーにファイル名を保存します。２つ目のスクリプト（FTPCopyWAASDump.txt）は、ファイル

をローカルマシンに保存するコマンドを FTP に発行します（ホストマシン上で FTP サーバが起動している

こと）。 

 

本セクション末に記載された２つのスクリプトの全文をテキストエディタなどを使って 2 つのファイルとして

作成し、CatTools フォルダ下に¥UserScript フォルダにコピーしてください 

（UserScript フォルダは事前に作成してください）。 

Cisco WAASデバイスを CatToolsに追加します。このとき Cisco.Switch.IOSデバイスタイプを選択

します。 

 

Device.CLI.Send commands アクティビティを作成し、Options タブ画面の List of commands フィールドに

以下のコマンドを追加します。 

 

%ctRunExternalScript( 

”C:¥Program Files¥CatTools3¥UserScripts¥WAASDumpName.txt”, 

”cms database backup”) 

%ctRunExternalScript( 

”C:¥Program Files¥CatTools3¥UserScripts¥FTPCopyWAASDump.txt”, 

”<ftpHostname> 192.168.1.10 

<ftpUsername> admin_backup <ftpPassword> mypassword  

<ftpFileDirectory> backup.dump”) 

 

注意：太字の項目は、ご使用中の FTPサーバの正しい値に変更してください。 

 

このスクリプトにはたくさんのコメントが記述されています。これをもとにさらにカスタマイズすることもでき

ます。 

1.以下のスクリプトを次のファイル名で保存 ： WAASDumpName.txt 

‘ The function of this script is to issue the ‘cms database backup’ command 

‘ and parse the output to get the name of the file created. This name is then 

‘ put into the scripting dictionary for use by a second script which will issue 

‘ commands to ftp the file. 

Option Explicit 

‘ The starting place for the external script is always Function Main. 

Function Main(inputString) 

    Dim commandResult 

    Dim processBufferResult 

    Main = “” 

    ‘ Call the function to send the command to the device. 

    ‘ In this case we are using input string as the command. 

    ‘ Which should be’cms database backup’ 
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    commandResult = localSendCommandSingle(inputString) 

    ‘ If the command was processed OK then take action. 

    If commandResult Then 

        processBufferResult = ProcessBuffer() 

    End If 

End Function 

 

Function localSendCommandSingle(CmdToSend) 

    ‘ This is a simplified version of the send command single activity used in the main CatTools client. 

    ‘ The idea is that it can be used to handle specific output not catered for by the main script. 

     

    ‘ In This case we are purely interested in getting the device prompt back so that we can then parse 

    ‘ whatever data is in the buffer, which should be the output to the ‘cms database backup’ command. 

    Dim retval 

    Dim Mult(20) 

    Dim Choices 

    Dim StoredBuffer 

    localSendCommandSingle = False 

    StoredBuffer = “” 

     

    ‘ Set up Mults - The text returned from the device is checked for any of the mults and 

    ‘ if a match is found different actions are taken depending on the mult. 

    Mult(1) = “—More—“ 

    Mult(2) = “Invalid Command” 

    Mult(3) = “Invalid Input” 

 

    Mult(18) = cl.DeviceVTYPrompt 

    Mult(19) = cl.DeviceEnablePrompt 

    Mult(20) = cl.DeviceConfigPrompt 

    Choices = 20 ‘the number of mults 

     

    ‘ Clear the buffer 

    cl.flushrxbuffer 

     

    ‘ Send the command to the device (but dont press enter yet) 

    If cl.WaitForEcho Then 

            If cl.SendAndWaitForEcho(CmdToSend) = False Then 

            cl.Log 4, “Did not receive echo of “ & CmdToSend 

            Exit Function 

        End If 

    Else 

        cl.sendData CmdToSend 

    End If 

     

    ‘ We dont want to record the command being sent or the echo so clear the buffer ready for a reply from device 

    cl.flushrxbuffer 

     

    ‘ Send <cr> to execute the command 

    cl.sendData vbCr 

     

    ‘ Process the response from the device 

    cl.Log 4, “Waiting for a response to: “ & CmdToSend 

    Do 

        ‘ Wait for a response from the device 

        If cl.WaitForTime = 0 Or cl.WaitForTime = “” Then 

            ‘ If the user has not specified a WaitForTime 
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            retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices, cl.RecDataTimeOut * 5) 

        Else 

            ‘ If the user has specified a WaitForTime 

            retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices, cl.WaitForTime) 

        End If 

         

        ‘ Store any output from the device 

        StoredBuffer = StoredBuffer & cl.RxBuffer 

         

        ‘ Analyse results for the first matching mult found 

        Select Case retval 

        Case 0 

            ‘ No valid data received 

            cl.Log 2, “Did not receive expected response to command: “ & CmdToSend 

            Exit Do 

        Case 1 

            ‘—more—prompt found so send a cr to get the next block of data 

            cl.sendData vbCr 

        Case 2, 3 

            ‘ Invalid command - error with syntax 

            cl.Log 2, “Error with syntax: “ & CmdToSend 

            Exit Do 

        Case 18, 19, 20 

            ‘ Prompt found so the device has finished its output so exit the loop. 

            localSendCommandSingle = True 

            Exit Do 

        End Select 

    Loop 

    ‘ Put the total output of the command in the RxBuffer so that it is available for use elsewhere. 

    cl.RxBuffer = StoredBuffer 

End Function 

 

Function ProcessBuffer() 

    ‘ Do what ever processing of the data in cl.RXBuffer you need to here 

    ‘ The buffer should contain; 

    ‘       Creating database backup file cms-db-05-02-2008-18-11.dump 

    ‘       Backup file cms-db-05-02-2008-18-11 is ready. 

    ‘       Please use ‘copy’ commands to move the backup file to a remote host. 

 

    ‘ From which we want to parse the file name ‘cms-db-05-02-2008-18-11.dump’ 

     

    ProcessBuffer = False 

    Dim startPosition 

    Dim EndPosition 

    Dim FileDumpName 

     

    startPosition = InStr(1, cl.RxBuffer, “database backup file”) + 20 

    EndPosition = InStr(1, cl.RxBuffer, “.dump”) + 5 

    FileDumpName = Mid(cl.RxBuffer, startPosition, EndPosition - startPosition) 

    ‘ Write the filename to the dictionary for use by the second script. 

    Call cl.DictStoreItem(“CatDict”, “FileDumpName”, FileDumpName) 

    ProcessBuffer = True 

    cl.Log 4, “File dump name = “ & FileDumpName 

End Function 
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2.以下のスクリプトを次のファイル名で保存 ： FTPCopyWAASDump.txt 

‘ The purpose of this script is to send the commands necessary to FTP the WAAS 

‘ database backup file to the desired location. It relies on the fact that 

‘ the WAASDumpName.txt script has already been run and therefore placed the 

‘ correct file name into the scripting dictionary. It does not perform any 

‘ error checking to confirm that this is the case. 

 

‘ It would have been possible to combine this script with the one which gets the 

‘ dump file name but this more modular approach simplifies each script, is easier 

‘ to understand and is more fleixible for future modification by the user. 

 

Option Explicit 

Dim ftpHostname 

Dim ftpUserName 

Dim ftpPassword 

Dim ftpFileDirectory 

‘ The starting place for the external script is always Function Main. 

Function Main(InputString) 

    Dim commandResult 

    Dim processBufferResult 

    Dim ftpCommandString 

    Main = “” 

    ‘From InputString we need to parse out the following info 

    ‘ftp hostname/address 

    ‘username for ftp server 

    ‘password for ftp server 

    ‘remote file directory 

    ftpCommandString = ParseInputString(InputString) 

    ‘ Call the function to send the command to the device. In this case we are using ftpCommandString as the 

command. 

    commandResult = localSendCommandSingle(ftpCommandString) 

End Function 

 

Function localSendCommandSingle(CmdToSend) 

    ‘ This is a simplified version of the send command single activity used in the main CatTools client. 

    ‘ The idea is that it can be used to handle specific output not catered for by the main script. 

     

    Dim retval 

    Dim Mult(20) 

    Dim Choices 

    Dim StoredBuffer 

    localSendCommandSingle = False 

    StoredBuffer = “” 

     

    ‘ Set up Mults - The text returned from the device is checked for any of the mults and 

    ‘ if a match is found different actions are taken depending on the mult. 

    Mult(1) = “—More—“ 

    Mult(2) = “Invalid Command” 

    Mult(3) = “Invalid Input” 

    ‘ Custom Mults 4 and 5 have been added here as they require username and passwords to be 

    ‘ sent when encountered in the reponse data from the device. 

    Mult(4) = “Enter username for remote ftp server:” 

    Mult(5) = “Enter password for remote ftp server:” 

     

    Mult(18) = cl.DeviceVTYPrompt 

    Mult(19) = cl.DeviceEnablePrompt 
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    Mult(20) = cl.DeviceConfigPrompt 

    Choices = 20 ‘the number of mults 

     

    ‘ Clear the buffer 

    cl.FlushRxBuffer 

     

    ‘ Send the command to the device (but dont press enter yet) 

    If cl.WaitForEcho Then 

            If cl.SendAndWaitForEcho(CmdToSend) = False Then 

            cl.Log 4, “Did not receive echo of “ & CmdToSend 

            Exit Function 

        End If 

    Else 

        cl.senddata CmdToSend 

    End If 

     

    ‘ We dont want to record the command being sent or the echo so clear the buffer ready for a reply from device 

    cl.FlushRxBuffer 

     

    ‘ Send <cr> to execute the command 

    cl.senddata vbCr 

     

    ‘ Process return results 

    cl.Log 4, “Waiting for a response to: “ & CmdToSend 

    Do 

        ‘ Wait for a response from the device 

        If cl.WaitForTime = 0 Or cl.WaitForTime = “” Then 

            ‘ If the user has not specified a WaitForTime 

            retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices, cl.RecDataTimeOut * 5) 

        Else 

            ‘ If the user has specified a WaitForTime 

            retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices, cl.WaitForTime) 

        End If 

         

        ‘ Store any output from the device 

        StoredBuffer = StoredBuffer & cl.RxBuffer 

         

        ‘ Analyse results for the first matching mult found 

        Select Case retval 

        Case 0 

            ‘ No valid data received 

            cl.Log 2, “Did not receive expected response to command: “ & CmdToSend 

            Exit Do 

        Case 1 

            ‘—more—prompt found so send a cr to get the next block of data 

            cl.senddata vbCr 

        Case 2, 3 

            ‘ Invalid command - error with syntax 

            cl.Log 2, “Error with syntax: “ & CmdToSend 

            Exit Do 

        Case 4 

            ‘send the ftp username 

            cl.FlushRxBuffer 

            cl.senddata ftpUserName & vbCr 

        Case 5 

            ‘send the ftpPassword 
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            cl.FlushRxBuffer 

            cl.senddata ftpPassword & vbCr 

        Case 18, 19, 20 

            ‘ Prompt found so the device has finished its output so exit the loop. 

            localSendCommandSingle = True 

            Exit Do 

        End Select 

    Loop 

 

End Function 

 

Function ParseInputString(InputString) 

    ‘ Here we parse the InputString from the CLI.Send.Commands activity to strip out the 

    ‘ individual data items we need. InputString must be in the below format; 

    ‘ <ftpHostname> 192.168.1.59 <ftpUsername> waas_backup <ftpPassword> password <ftpFileDirectory> 

backup.dump 

    cl.Log 4, “Input String = “ & InputString 

    Dim startPosition 

    Dim EndPosition 

    startPosition = 14 

    EndPosition = InStr(InputString, “<ftpUsername>”) 

    ftpHostname = Trim(Mid(InputString, startPosition, EndPosition - startPosition)) 

     

    startPosition = EndPosition + 13 

    EndPosition = InStr(InputString, “<ftpPassword>”) 

    ftpUserName = Trim(Mid(InputString, startPosition, EndPosition - startPosition)) 

    

    startPosition = EndPosition + 13 

    EndPosition = InStr(InputString, “<ftpFileDirectory>”) 

    ftpPassword = Trim(Mid(InputString, startPosition, EndPosition - startPosition)) 

     

    startPosition = EndPosition + 18 

    EndPosition = Len(InputString) + 1 

    ftpFileDirectory = Trim(Mid(InputString, startPosition, EndPosition - startPosition)) 

     

    cl.Log 4, “Output String = “ & ftpHostname & ftpUserName & ftpPassword & ftpFileDirectory 

     

    ‘ Use the data from the InputString and the file name previously stored in the dictionary to create the ftp 

command. 

    ParseInputString = “copy disk ftp “ & ftpHostname & “ / “ & ftpFileDirectory & “ “ & cl.DictGetItem(“CatDict”, 

“FileDumpName”) 

End Function 

4.3.12 Unix系の OS（Linuxや FreeBSD） 

Unix系のOS、例えば一般的な Linuxシステムについては、デバイスタイプに Linux.RedHat.Bashを

使用する事ができます。 

このデバイスタイプには特権モード（root）のプロンプトとして「 # 」が登録されています。 

しかし、一般的な Linuxのファイル内部のコメントアウト記号に「 # 」が使われている為、CatToolsはアク

ティビティを実行中に root モードに入らなくても、適当なファイルのコメントアウト記号「 # 」を検出すると、

rootモードであると誤認識します。 

特に、ファイルのコメントの先頭に「# end～」や「# config～」など、rootモードで使われる予約語が出現し
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ている場合、そういったファイルを表示すると CatTools は誤認識し、動作が途中で止まる場合がありま

す。 

例えば、Device.Backup.Running.Config アクティビティなどで代替命令として cat 命令を使用すると、ご認

識を起こした時点でコンソールのキャプチャを止めてしまいます。 

 

このような場合は、デバイスタイプに Generic.Device を選択し、ユーザープロンプトを「 > 」に設定し、

Linux サーバの /etc/profiled.d/ に export PS1=”>” と記述した sh ファイルを作成して、

Linux サーバのプロンプトを「 > 」に変更してしまうことで解決する場合があります。 

 

別の方法としては、Device.CLI.Send.command アクティビティで TFTP 命令を使って、TFTP で設定ファイ

ルを CatTools に保存するか、あるいは Linux サーバに samba クライアントを予め導入しておき（最近の

多くのディストリビューションでは初期インストールから導入済みである場合が多いです）、CatTools がイ

ンストールされた Windows サーバの共有フォルダをマウントして、設定ファイルをコピーする方法が考え

られます。 

4.4 SFTP/SCP経由でのデバイスバックアップ 

デバイスまたはネットワークのセキュリティーポリシーとして SFTP または SCP 経由でのファイル転送が

要求される場合があります。 

CatTools にはこれを実現する特別なアクティビティ（Device.Backup.TFTP のようなアクティビティ）はあり

ませんが、Device.CLI.Send commands アクティビティを使用することで実現できます。 

CatToolsは SFTP/SCPサーバを持っていないため、市販品やフリーウエア等で SFTP/SCPサーバを入

手し、CatTools がインストールされたサーバにインストールして稼動状態にする必要があります。 

 

注意： SFTP および SCP サーバは FTP サーバではありません。SFTP および SCP と FTP ではプロトコ

ルが異なります。FTP クライアントを使用して SFTP および SCP サーバに接続することはできません。ま

た、SFTPは SSHでラップされた FTP とも異なります。 

すべての CatTools デバイスタイプスクリプトが Device.CLI.Send commands アクティビティ経由での

SFTP/SCP 転送をサポートしているわけではありません。デバイスの中には確認メッセージ

（例：”Address or name of remote host”; “Destination filename”; “Destination username”）を表示するもの

があります。 
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5 アクティビティ 

アクティビティは本ソフトウエアでの作業単位です。アクティビティとスケジューリングを組み合わせて設

定することで、ネットワークデバイス上での作業をスケジュール実行できます。 

5.1 概要 

アクティビティとは、CatTools がデータベースに登録されている１つ以上のネットワークデバイスに対して

実行する内部タスクのことです。タイマー機能を使って特定の時刻にスケジュール実行させたり、Run 

now ボタンをクリックしてすぐに実行させたりすることもできます。アクティビティを実行すると、クライアン

トが起動しデバイスに対してクエリーを実行してタスクを完了する為に必要な情報を取得します。 

取得した情報をすべて収集し、集めた情報を元に後で利用できるよう保存するのかその場で解析するの

かを決定します。結果はログレポートファイルに追記したり、E メールで通知したりする事ができます。 

 

以下は、ネットワークデバイスの running コンフィグレーションをバックアップするアクティビティの使用手

順例です。 

1. Typeフィールドで Device.Backup.Running Config を選択し、新しいアクティビティを作成します。 

2. Devicesタブ画面でSelect allボタンをクリックし、全てのネットワークデバイスに関連付けます。 

3. OK をクリックし、アクティビティを保存します。 

4. Run now をクリックし、アクティビティを起動します。 

 

アクティビティの進捗状況は Info Log または Display タブで監視できます。 

5.2 Add（Edit） new scheduled activityウィンドウ 

この項ではアクティビティの追加および編集時に使用するインターフェースの概要を説明します。 
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5.2.1 インターフェースの起動 

アクティビティの設定・登録を行なうインターフェースは、Activities ペインの Add ボタンをクリックすると、

Add new scheduled activity ウィンドウが起動します。 
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Activities ペインの Editボタンをクリックすると、Edit new scheduled activity ウィンドウが起動します。 

 

この２つのインターフェースは機能としては同一であり、前者は新規にアクティビティを追加する場合、後

者は既存のアクティビティを調整する場合のインターフェースとなります。 
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5.3 Activities タブ 

このペインには定義済みの全てのアクティビティが表示されます。 

右クリックするとカスタマイズ機能や主要機能にアクセスする為のメニューが表示されます。 

 

5.3.1 Activities タブ―Addボタン 

新しいアクティビティを追加します。Add new scheduled activity 画面が開きます。 

5.3.2 Activities タブ―Removeボタン 

選択したアクティビティを削除します。 

5.3.3 Activities タブ―Editボタン 

選択したアクティビティを編集します。Edit scheduled activity details 画面が表示されます。 

5.3.4 Activities タブ―Copyボタン 

選択したデバイスをコピーします。Edit scheduled activity details 画面が表示されます。 

5.3.5 Activities タブ―Run nowボタン 

選択したまたはハイライト表示のアクティビティを今すぐ実行します。 
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5.3.6 Activities タブ―Start timerボタン 

タイマーを開始し、スケジュール化されているアクティビティを実行します。タイマーが実行している間は

チェックされたアクティビティはすべて、各アクティビティに設定されている間隔でスケジュールを実行しま

す。 

5.3.7 Activities タブ―STOPボタン 

実行中のアクティビティを中止します。 

5.3.8 Activities タブ―# について 

Activities タブの項目名にある「#」は、コンテクストメニューの Columns にある Devices を示します。 

この項目は、アクティビティの Devices タブで選択したデバイスの数となります。Ver 3.8以降で Select All 

Devices にチェックを入れて全デバイスを自動選択した場合は０表記となり、それ以外は、選択したデバ

イスの数がこの項目に反映されます。 

この項目は、アクティビティの処理時間の目安として利用してください。 

5.3.9 Activityタブ 

Activity タブではアクティビティの種類と重要な項目の設定を行います。 

 

Type （選択必須項目） 

作成したいアクティビティのタイプをドロップダウンリストから選択します。 
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Name （入力必須項目） 

アクティビティを識別する為の名前を入力します。重複しない固有の名前を付ける必要があります。 

Description 

アクティビティの目的など、より詳細な情報を入力します。 

Persistence 

ドロップダウンリスト（下記）からアクティビティの持続性を選択します。 

 

Permanent ⇒ 永続 

Run once then deactivate ⇒ １回のみ実行し無効にする 

Run once then delete from list ⇒ １回のみ実行しリストから削除する 

Report file 

アクティビティの実行結果レポート出力先です。通常は、アクティビティの実行履歴を保持するテキ

ストファイルへのパスを入力します。 

Overwrite existing report file 

レポートファイルを上書きするか情報を追記するかを指定します。上書きする場合はチェックを入れ

ます。 

Client threads 

負荷を分散させる為、同時に実行するアクティビティの数をドロップダウンリストから選択します。

CatTools で同時に通信するデバイスの最大数だと考えて構いません。この設定はクライアントがデ

バイスに通信要求を発するアクティビティのみに対して有効です。当然、実行するスレッドの数が多

いほど CatTools で割り当てられたタスクを完了するまでの時間が早くなります。 

Retry failed devices 

この設定項目は、存在するアクティビティと存在しないアクティビティがあります。 

このチェックボックスをオンにすると、アクティビティの実行に失敗したデバイスに対する再試行オプ

ションを設定できます。再試行は Interval フィールドに指定した値(分単位)間隔で実行されます。再

試行が行われている間は、そのアクティビティは実行中またはビジー(running/busy)であると認識さ

れます。 

 Attempts 

このアクティビティが失敗したデバイスに対する再試行回数を指定します。 

1～10の値を指定できます。 

 Interval 

再試行の間隔を分単位で指定します。1～60の値を指定できます。 
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Consolidate error reporting 

このチェックボックスをオンにすると、アクティビティによるエラーのレポート方式を指定できます。こ

のオプションは特定のエラーの内容は関係なく、エラーが発生した／しなかった、のみに注目する

場合に有効です。 

 

例えば、デバイスのバックアップを実行している際に、あるデバイスに最初は接続できなかったが、

2 回目には接続できたというような時、最初の失敗にこだわらず、むしろ、「バックアップが成功した

か否か」に注目する場合などです。 

 

このような場合にこのオプションにチェックを入れておくと便利です。再試行のたびに発生したエラー

を全て表示したいときは、チェックを外してください。 

5.3.10 Time タブ 

Time タブではアクティビティのスケジュールを設定します。 

 

Times 

Reoccurring を選択してドロップダウンリストからスケジュールを選択するか、Custom schedule を選

択して特定の時間を設定します。 

Reoccurring 

 Now ⇒ 設定後、1分以内に実行します。 
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 Never ⇒ 手動操作による実行を意図する場合に設定します。 

 At Midnight/At Midday ⇒ 深夜 0時、昼間 12時に実行します。 

 Every XX hours ⇒ タイマーモード開始後、XX時間毎に実行します。 

 Evey munite ⇒ タイマーモード開始後、毎分、実行します。 

 Evey 1st day of the Month ⇒ 毎月１日の午前 0時に実行します。 

 Evey 1st selected day(s) of the Month ⇒ 月初の最初の 1週間を曜日指定で実行しま

す。 

例）月初の最初の水曜日と土曜日にそれぞれ実行する場合は、下図の様に設定します。 

 

注記： 

 “Now”はインターフェースを閉じた後（設定を終了させた後）、時間の分が変わる最初のタ

イミングで作動する設定です。従って、実行には最大で 59 秒かかる場合がありますので

ご注意下さい。 

 Every XX Munites はサーバの時計とは同期しません。あくまでタイマーモード開始時を起
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点にして実行されます。サーバの時計と同期する必要がある場合は、サーバの時計に合

わせてタイマーモードを起動する必要があります。 

Custom schedule 

時刻の分の桁まで指定し、必要な回数だけ実行する場合に設定します。例えば、ストレージのバッ

クアップやアンチウイルスソフトの定義ファイルの受信時刻に重ならない様に運用する場合等に便

利です。 

1. Custom schedule の右横の入力窓に時間を入力します。 

2. Add ボタンで入力窓の時刻をその横のリストボックスに追加します。 

3. リストボックスの設定時刻を選択して Remove ボタンを押すと、設定した時刻を削除できま

す。 

Days of the week 

チェックボックスをオンにすることによって、アクティビティを実行する曜日を指定できます。 

Dates 

アクティビティを実行するスケジュール期間の開始日と終了日を選択できます。例えば長期休業日

や、事前に予告されている停電やネットワークの断線、月例タスクなど、曜日に因らない不定期の

スケジュールに対応する場合に設定します。 

 

Add、Remove、Move up、Move down ボタンをクリックすることによって、カスタムのスケジュール日

時を追加、削除、順番の入れ替えを行うことができます。 

 

最初は Add ボタンをクリックしてください。 

本日の日付で新しいスケジュールが追加されます 
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Typeの Includeをクリックすると、ドロップダウンリストのボタンが表示されます。 

 

そのドロップダウンリストボタンをクリックして、リストを展開します。 

 

 

 Include ⇒ スケジュールを実行する期間 

 Exclude ⇒ スケジュールを実行しない期間 

 

スケジュール期間の開始日と終了日も同様に、日付の部分をクリックすると、カレンダーを表示する

ボタンが表示されます。 

 

そのボタンをクリックすると、日付を指定するカレンダーが表示されます。 
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 Start date ⇒ スケジュール期間の開始日 

 End date ⇒ スケジュール期間の終了日 

このオプションを設定するときは次のことに気を付けてください。 

 設定したにも関わらずアクティビティが開始されない場合は、現在の日付が Start date に

設定した日付よりも前になっていないか確認してください。 

 何らかの理由でアクティビティが停止する場合は、現在の日付が End date に設定した日

付を過ぎていないか確認してください。 

Favorite schedules 

異なるアクティビティ間で、共通する、スケジュール設定を共有できます。下記の手順で作成したス

ケジュール設定は、他のアクティビティの設定画面からも参照できます。 

1. スケジュールを作成したら、Save/Save As ボタンをクリックします。 

2. Save As ウィンドウが表示されますので、ウィンドウ下部の入力窓に任意の名前を入れて OK ボ

タンをクリックします。 

 
 

注意： スケジュール設定名に日本語は使用できません。 
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3. 保存したスケジュールは必要に応じて Load し複数のアクティビティに適用することができます。 

5.3.11 Devices タブ 

Devices タブではデバイスとアクティビティの関連付けを行います。 

 

デバイスのチェックボックスをオン/オフすることによって、このアクティビティとの関連付けの有無を切り

替えることができます。 

 

次の４つのボタンがあります。 

 Select all ⇒ 表示されている全てのデバイスを選択します。 

 Deselect all ⇒ 表示されている全てのデバイスの選択を解除します。 

 Filter(F3) ⇒ Database filterウィンドウが開き、表示するデバイスのフィルタリングを設定

できます。 
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注記： Contains フィールドに入力するテキストは大文字/小文字が区別されます。 

 Show all ⇒ フィルタを解除し、データベースに登録されている全てのデバイスを表示し

ます。 

Select All Devices チェックボックス機能 

このチェックボックスにチェックを入れる事で、現在利用可能な全てのデバイスと、将来追加される

新しいデバイスを自動的に全て選択します。（常に全てのデバイスを選択するような場合に有効で

す。） 

 

例えば、バックアップ・アクティビティに全てのデバイスを登録し、CatTools を活用している環境で、4

週間後に新しいデバイスを購入し、そのデバイスを CatTools に登録したとします。 

 

その場合、バックアップ・アクティビティの Select All Devicesチェックボックスにチェックが入っていれ

ば、アクティビティに新しいデバイスの登録を忘れていても、そのアクティビティに正しく登録され、実

行されます。 

 

デバイスを選択するには、以下の方法があります。 

 各デバイスのチェックボックスをクリックします。 

 デバイス行をダブルクリックします。 

Windows の標準的な複数選択操作で複数のデバイスを選択し、右クリックメニューから

Enable selected オプションを選択すると、選択されている全てのデバイスのチェックボック

スがオンになります。 

 Filter を使うことによって、デバイスグループを表示できます（例えば Head Office という文

字を含むデバイスをグループ化）。フィルタ後のデバイスが表示されている状態で、Select 

all ボタンをクリックすると、そのフィルタ後のデバイス全てにチェックが入ります。 
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5.3.12 E-mail タブ 

E-mail タブでは現在のアクティビティに対する通知メッセージを送信するか否かを選択します。 

 

 

E メール通知には、エラーメールとレポートメールの 2種類があります。両方とも CatTools Setup画面で

設定したデフォルトの受信者に E メールを送信します。 

Email errors from this activity （エラー通知メール設定） 

アクティビティが実行されているデバイスのどれかで Critical エラーが発生すると、アクティビテ

ィのどの段階であってもすぐにエラー通知メールが送信されます。 

Override [general email] for errors and send to 

アクティビティ毎にメールの連絡先を変更する場合、この設定のチェックボックスにチェックを入

れ、Alternative e-mail フィールドに変更するメールアドレスを入力します。 

Email statistics/reports from this activity （レポート通知メール設定） 

アクティビティの結果の概要を記述した E メールで、アクティビティの最後に送信されます。 

Override [general email] for errors and send to 

アクティビティ毎にメールの連絡先を変更する場合、この設定のチェックボックスにチェックを入

れ、Alternative e-mail フィールドに変更するメールアドレスを入力します。 

Attach additional report with sortable columns 

HTML形式のレポートが E メールに添付されて送信されます。 
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5.3.13 Options タブ 

Options タブの内容はアクティビティの種類によって異なります。 

 

 

詳しくは、各アクティビティの説明をご参照ください。 

5.4 アクティビティの一覧 

この項では、CatTools の全アクティビティについて説明します。 

5.4.1 DB.Backup.CatTools 

CatTools データベースを自動でバックアップできます。他の大部分のアクティビティとは異なり、このアク

ティビティはネットワークデバイスに対して処理を行いません。このアクティビティは、既存の CatTools デ

ータベースをバックアップし、指定の場所に保存します。コピー完了後にバックアップの Squeeze（圧縮）

を試みます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで DB.Backup.CatTools を選択します。 
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Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイスを選択する必要はありません。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

データベースをバックアップする場所を設定します。ファイル名の一部にファイル名変数を使用でき

ます。 

5.4.2 DB.UpdateDevice.Password field 

CatTools データベースのデバイス Password フィールドに入力されたパスワードを管理することができま

す。他の大部分のアクティビティとは異なり、このアクティビティはネットワークデバイスに対して処理を行

いません。CatToolsデータベースのDeviceテーブルに登録されている複数のデバイスに対して実行しま

す。 

このアクティビティの使用例を説明します。 

 

例） 

ネットワークデバイスが RADIUSまたは TACACSサーバをリモート認証サーバとして使用しており、

RADIUS または TACACS サーバ上でのみパスワードを変更した、とします。今度はこの新しい情報

で CatTools 内のすべてのデバイス設定を更新しなければなりません。このような状況で、

DB.UpdateDevice.Password field アクティビティを作成し、デバイスごとに個別に設定を変更するの

ではなく、全てのデバイスに一度に新しいパスワードを適用できます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで DB.UpdateDevice.Password field を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。 
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E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

VTY Password 

チェックボックス。CatTools データベースに登録されている VTY Password フィールドの値を変

更できます。 

AAA Password 

チェックボックス。CatToolsデータベースに登録されている AAA Password フィールドの値を変

更できます。 

Enable Password 

チェックボックス。CatTools データベースに登録されている Enable Password フィールドの値を

変更できます。 

Console Password 

チェックボックス。CatToolsデータベースに登録されているConsole Passwordフィールドの値を

変更できます。 

SSH Password 

チェックボックス。CatTools データベースに登録されている SSH Password フィールドの値を変

更できます。 

SNMP Read 

チェックボックス。CatTools データベースに登録されている SNMP Read フィールドの値を変更

できます。 

SNMP Write 

チェックボックス。CatTools データベースに登録されている SNMP Write フィールドの値を変更

できます。 

Stop on error 

チェックボックス。アクティビティ処理の途中でエラーが発生したときはいつでも、ジョブを中止し、

CatToolsに制御を戻します。 

 

注意： CatToolsデータベースに登録されているAAA Passwordフィールドの値は、Device Informationの

Passwords タブの AAA Passwordフィールド（AAA Usernameフィールドの下）に相当します。このフィール

ドは AAA/TACAC/RADIUS/ローカル認証に使用されます。 
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5.4.3 DB.UpdateDevice.Text field 

CatToolsデータベースの Device テーブルに設定されている任意のテキストフィールドを更新できます。 

他の大部分のアクティビティとは異なり、このアクティビティはネットワークデバイスに対して処理を行いま

せん。CatToolsデータベースのDeviceテーブルに登録されている複数のデバイスに対してバッチ処理を

実行します。 

このアクティビティの使用例を説明します。 

例） 

ネットワークデバイスが RADIUSまたは TACACSサーバをリモート認証サーバとして使用しており、

RADIUSまたは TACACSサーバ上でのみユーザー名を変更した、とします。今度はこの新しい情報

で CatTools 内のすべてのデバイス設定を更新しなければなりません。このような状況で、

DB.UpdateDevice.Text field アクティビティを作成し、デバイスごとに個別に設定を変更するのでは

なく、全てのデバイスに一度に新しいユーザー名を適用できます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで DB.UpdateDevice.Text field を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Database Field （チェックボックス４つ） 

チェックボックスをオンにするとドロップダウンリストが有効になります。ドロップダウンリストから

該当するデータベース値のテキストフィールドを選択します。データベース内のデバイス詳細

から更新したい項目を選択できます。 

 

例） Info＼Portは Device Information の Device info タブ画面にある Port フィールドを参照し

ます。Username＼Passwordは Device InformationのDevice info タブ画面にある Usernameフ

ィールドを参照します。 
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変更できる項目（ドロップダウンリストの項目）は以下の通りです。 

 Info＼Port ⇒ Port番号 

 Passwords＼AAA-Username ⇒ AAAアカウント名 

 Passwords＼SSH-Username ⇒ SSH接続アカウント名 

 Prompts＼VTY ⇒ ログオン時のプロンプト 

 Prompts＼Enable ⇒ Enableモードのプロンプト 

 Prompts＼Console ⇒ コンソールのプロンプト 

 Prompts＼Username ⇒ アカウント名入力プロンプト 

 Prompts＼Password ⇒ パスワード入力プロンプト 

 

New database value (上のチェックボックスをオンにすると入力可能になります。) 

選択したデータベース項目の変更後の値を入力します。 

Stop on error 

チェックボックス。アクティビティ処理の途中でエラーが発生したときはいつでも、ジョブを中止し、

CatToolsに制御を戻します。 

 

注記： CatToolsデータベースに登録されているAAA Passwordフィールドの値は、Device Informationの

Passwordsタブ画面の AAA Passwordフィールド（AAA Usernameフィールドの下）に相当します。このフィ

ールドは AAA/TACAC/RADIUS/ローカル認証に使用されます。 

5.4.4 Device.Backup.Running Config 

デバイスの running コンフィグレーションをバックアップし、ディスクに保存されている現在のコンフィグファ

イルと比較します。差分がある場合、現在のコンフィグファイルが¥Dated Configs フォルダに移動さ

れ、ファイル名に現在の日時が付け加えられます。次に、新しくダウンロードされたコンフィグファイルが

現在のコンフィグファイルとなります。¥Reports フォルダ下に HTML 形式の差分レポートファイルが生

成され、そのコピーが指定されたユーザー宛に E メールで送信されます。 

 

以下の処理が行われます。 

1. SSHまたは Telnet経由でデバイスに対するコネクションが確立されます。 
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2. show running configuration コマンド(あるいは同等のコマンド)が発行されます。 

3. コンフィグレーションが収集されディスク上の一時ファイルに保存されます。 

4. ディスク上にこのデバイスの既存のコンフィグファイルが存在するかどうかが確認されます。 

5. 存在しない場合、新しくダウンロードされたコンフィグファイルが¥Configs フォルダ下に現在のデ

バイスのバックアップファイルとして保存されます 

6. 既存のファイルが存在する場合、新しくダウンロードされたコンフィグファイルと比較されます。 

7. 差分があれば、それについてのテキスト形式と HTML形式のレポートファイルが作成され、

¥Reportsフォルダ下に保存されます。 

8. 差分レポートのコピーが E メールで送信されます。 

9. 既存のコンフィグファイルが¥Dated configs フォルダに移動され、現在の日時がファイル名に付

け加えられます。 

10. 新しくダウンロードされたコンフィグファイルが￥Configs フォルダに置かれ、現在のデバイスのバ

ックアップファイルとして保存されます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.Backup.Running Config を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Use alternate command 

running コンフィグレーションをバックアップする為に発行するコマンドは、デバイスタイプごとに

異なります。例えば、Cisco製ルータの場合は show running-config を使用します。違うコマンド

を送信したい場合は、このフィールドにコマンドを入力してください。必ず、このアクティビティに

割り当てた全てのデバイスで実行可能なコマンドを入力するようにしてください。Cisco VPN に
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のみ有効なコマンドを入力した場合は、Devices タブで Cisco VPN デバイスのみが選択されて

いることを確認してください。 

 

注記： Unix 系の OS や Windows 系の OS の場合、cat 命令や type 命令は実行可能ですが、

代替命令実行と共に catや typeといったパスも探してしまう場合があり、出力ファイルにエラー

が一部含まれる事があります。また、代替命令を使用すると、その前後に代替命令を投入した

時の内容が残ります。これはCatToolsが命令を投入し、プロンプト等の表示を構文解析して出

力を得る為です。 

Current Config File 

現在のデバイスコンフィグレーションを保存するフォルダとファイル名を指定します。 

 

デフォルト：  

 ...\Configs\%GroupName%\Config.Current.Running.%BaseFile%.txt 

%GroupName%および%BaseFile%変数は、実行時に置換され、フォルダ名とファイル名の一

部となります。 

 

例 ） 

C:¥Program files¥Cattools¥Configs¥Default¥ 

Config.Current.Running.Sales_Router.txt  

 

この値は新しいコンフィグレーションファイルの保存先です。既存のファイルが存在する場合は、

新しくダウンロードされたファイルと比較されます。差分がない場合はどちらのファイルも移動さ

れません。 

Dated Config File 

日付つきのコンフィグレーションファイル保存するフォルダとファイル名を指定します。差分が検

出されると、現在のファイルはここで指定したフォルダに移動されます。 

 

デフォルト：  

...\Dated Configs\%GroupName%\ 

Config.Dated.Running.%BaseFile%.%DateISO%-%TimeHHMM%.txt 

 

%GroupName%、%BaseFile%、%DateISO%および%TimeHHMM%変数は、ランタイム時に置

換され、フォルダとファイル名の一部となります。 

 

例）  

C:\Program files\Cattools\Dated Configs\ 
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Default\Config.Dated.Running.Cisco805.20031006-1914.txt 

HTML compare report 

HTML 形式の差分レポートを保存するフォルダとファイル名を指定します。この差分レポートに

は新旧のコンフィグレーションが左右に並べて表示されます。差分は異なる色でハイライト表

示されます。 

 

デフォルト： 

...\Reports\ConfigChanges\%GroupName%\ 

Config.Changes.Running.%BaseFile%.%DateISO%-%TimeHHMM%.htm 

 

%GroupName%、%BaseFile%、%DateISO%および%TimeHHMM%変数は、ランタイム時に置

換され、フォルダとファイル名の一部となります。 

 

例 ） 

C:\Program files\Cattools\Reports\ConfigChanges\Default\ 

Config.Changes.Running.Cisco805.20031006-1914.htm 

Text summary diff report 

テキスト形式の差分レポートを保存するフォルダとファイル名を指定します。この差分レポート

には新旧のコンフィグレーションの変更部分が一覧で記載されています。このレポートの方が

サイズも小さく、シンプルに変更部分を確認することができます。HTML 形式のレポートのよう

に新旧の両方のコンフィグレーションがすべて表示されず、差分行のみが表示されます。 

 

デフォルト：  

...\Reports\ConfigChanges\%GroupName%\ 

Config.Changes.Running.%BaseFile%.%DateISO%-%TimeHHMM%.txt 

 

%GroupName%、%BaseFile%、%DateISO%および%TimeHHMM%変数は、ランタイム時に置

換され、フォルダとファイル名の一部となります。 

 

例 ） 

C:\Program files\Cattools\Reports\ConfigChanges\Default\ 

Config.Changes.Running.Cisco805.20031006-1914.txt 

 

Only notify by e-mail if configs have changed 

このチェックボックスをオンにすると、何回でもコンフィグレーションのバックアップを実行できま

すが、変更が検出されたときのみ E メールで通知します。 
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Attach reports to e-mail 

E メールを送信する差分レポートのレベルを選択します。ドロップダウンリストから選択できる項

目は以下の通り 

 HTML compare report only (デフォルト) ⇒ 完全な比較の HTML形式のレポート 

 Text diff report only ⇒ 差分のみのテキスト形式のレポート 

 Both reports ⇒ 両方の形式のレポート 

 

HTML レポートにはご使用のデバイスの全コンフィグレーションが含まれていますので十分に

注意してください。セキュリティを確保できない通信経路を介する場合は、HTML レポートを送

信しないようにするか、レポートを zip で圧縮してパスワード保護しておくことをお勧めします。 

Zip attachments 

ネットワークトラフィックの負荷を減らし、パスワード保護を可能にするには、このチェックボック

スをオンにします。この機能を使うことによって、E メールのサイズを抑制し、複数のファイルを

１つの添付ファイルにまとめることができます複数台のデバイスがあるときなどに非常に便利

です)。 

Password protect Zip file 

zip ファイルにパスワードを追加することによってコンフィグレーションやレポートを保護できます。

長いパスワードを設定すると破られにくくなります。パスワード保護をしておけば、ご使用の Eメ

ールの受信箱に転送されるまでの間ネットワークを覗き見しているユーザーから大切なコンフ

ィグレーションなどが盗まれないように守ることができます。 

 

コンフィグレーションのバックアップの必要性についてどうしてコンフィグレーションのバックアッ

プを取ることが重要なのでしょうか。 

Device.Backup.Running Configアクティビティは CatToolsに付属している数多くのデフォルトアクティ

ビティの１つです。このアクティビティは、選択したデバイスから現在の running コンフィグレーシ

ョンをコピーし、ローカルファイルシステム上のテキストファイルに保存するよう設計されていま

す。注意しなければならないのは、このアクティビティはデバイス上で現在稼動中のコンフィグ

レーションパラメータのみをコピーするということです。多くのデバイスには、複数バージョンの

コンフィグレーションファイルを保存する為のローカル保存領域があります。CatTools で管理さ

れるネットワークデバイスの大半には、電源投入時にロードされる startup コンフィグレーション

ファイルがあります。 

 

runningコンフィグレーションは、Telnetセッションなどを介してデバイスにログインすれば誰でも
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リアルタイムに変更しうるので、running コンフィグレーションが startup コンフィグレーションと一

致するとは限りません。これらの異なるバージョンのデバイスコンフィグレーションを取得するこ

とは CatTools の最大の特長であるといえます。 

 

例えば、次のような状況を考えてみましょう。夜間勤務のエンジニアがネットワークトラブルに

遭遇し、大急ぎでルータに Telnet で接続して問題を起こしているデバイスにいくつかの変更を

加え、内部の顧客に対するサービスを復旧させました。しかし、そのエンジニアはパニック状態

にあったため、これらの変更を文書化することも保存することも忘れてしまいました。後日、そ

のデバイスの電源を切ってすぐに入れなおす操作を行うと、このエンジニアが行った変更は失

われてしまうため、おそらく同じ問題が発生します。それが一日のうちで最も忙しい時間帯に起

こる可能性があることは否定できません。同じ問題に悩まされることになりますが、対処しよう

にも修正した設定はなくなってしまい、担当したエンジニアは家で寝ています。初めから問題解

決に奔走しなければなりません。このことは、コストの無駄使いでもあり、個人（あるいは担当

部署）の信用失墜にも繋がりかねません。 

 

このようなよくある状況を、アクティビティを利用することによって回避する方法がいくつかあり

ます。まず、常に偶発的な出来事が発生したときに元の状態に戻せるような変更管理を実践

することがベストです。当然、既存のコンフィグレーションを元通りに戻し、再設定することが実

際には不可能な場合、このようなプランは無意味です。変更を加える前に必ず現在のコンフィ

グレーションをリストア可能なコピーをキャプチャしておくことを習慣付ける必要があります。

CatToolsは、この一連の作業に非常に有効な機能を備えています。 

 

次に、CatTools にはアクティビティの一部として動作する差分レポート(Diff Report)機能があり

ます。この機能はファイルに保存されている前回のコンフィグレーションと、今ダウンロードした

コンフィグレーションを比較します。変更点が検出された場合、差分行がハイライトされた

HTML 形式のレポートが生成されます(Diff Report というのは「差」を表す different から付けら

れた名称です)。デフォルトでは、このレポートは¥Reportsフォルダ下に保存され、同時にEメ

ールで送信されるよう設定されています。したがって、上記の夜勤エンジニアの場合、ルータの

変更を行う前後に Device.Backup.Running Config アクティビティを実行していれば、どのような

変更が行われたのかをレポートで確認できた上、変更前後のコンフィグレーションがコピーされ

た２つのテキストファイルも得られていたことになります。 

 

このテキストファイルのどちらかを使ってルータに希望のコンフィグレーションをリストアする、あ

るいは、差分レポートを元に変更点を確認しながら手動で変更を再設定できたはずです。 
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5.4.5 Device.Backup.TFTP 

注意： コンフィグレーションファイルのバックアップには、Device.Backup.Running Config の使用を推奨し

ますが、ある状況においてはこのアクティビティが有効な場合があります。 

 

このアクティビティは、特定のファイルをバックアップし、ディスクに保存されている現在のファイルと比較

します。差分がある場合、現在のファイルが¥Dated Configs フォルダに移動され、ファイル名に現在

の日時が付け加えられます。 

次に、新しくダウンロードされたファイルが現在のファイルとなります。¥Reports フォルダ下に HTML 形

式の差分レポートファイルが生成され、そのコピーが指定されたユーザー宛に E メールで送信されます。 

このアクティビティは、TFTPを介して Device.Backup.Running Config アクティビティとほぼ同じ処理を行う

ように設計されていますが、バックアップ対象はデバイスのコンフィグレーションに制限されません。ユー

ザーはVLAN.datなど他のファイルを指定できます。また比較を行うかどうかも選択できます。比較でき

ないバイナリ形式のファイルについては、比較を無効にすることができます。ファイルをTFTPで転送する

コマンドも設定できます。 

 

以下の処理が行われます。 

1. SSHまたは Telnet経由でデバイスに対するコネクションが確立されます。 

2. 特定のファイルを TFTP転送するコマンドが発行されます。 

3. ファイルが収集され TFTPフォルダに保存されます。 

4. ディスク上にこのデバイスの既存のファイルが存在するかどうかが確認されます。 

5. 存在しない場合、新しくダウンロードされたファイルが Currrent File フィールドで指定したフォルダに

保存されます。 

6. 既存のファイルが存在する場合、新しくダウンロードされたファイルと比較されます。 

7. 差分があれば、それについてのテキスト形式と HTML 形式のレポートファイルが作成され、

¥Reportsフォルダ下に保存されます。 

8. 差分があれば、差分レポートのコピーが E メールで送信されます。 

9. 既存のファイルが¥Dated configs フォルダに移動され、現在の日時がファイル名に付け加えら

れます。 

10. 新しくダウンロードされたファイルが Currrent File フィールドで指定したフォルダに保存されます。 

アクティビティの設定 
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Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.Backup.TFTP を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Optional alternate list of commands 

このオプションを使用するには、(下に表示されている)File to write to TFTP Serverチェックボッ

クスのチェックをはずします。CatTools デバイススクリプトの中には、このアクティビティ用にコ

ンフィグレーションを生成し TFTP で転送するコマンドのデフォルトセットが定義されているもの

もあります。しかし、ご使用のデバイス用にデフォルトのコマンドが定義されていない場合は、こ

こにコマンドを入力できます。以下はコマンドの入力例です。 

 

例 ） 

copy running-config tftp: 

10.190.2.98 

%ctDeviceName-Running-Config 

 

注記： ファイル名を設定するときは、CatTools が正しく比較対象のファイルを識別できるよう

に、%ctDeviceName ファイル変数を含めなければなりません。 

Enter commands in enable mode 

このオプションを使用するには、File to write to TFTP Server チェックボックスのチェックをはず

します。このチェックボックスをオンにすると、コマンドをデバイスに入力する前に enable モード

に移行します。 

Answer [yes] to any confirmation prompts 

このオプションを使用するには、File to write to TFTP Server チェックボックスのチェックをはず

します。コマンドの中には、確認プロンプト（例： are you sure? Y or N）を表示するもの

があります。この場合、実際にユーザーがこのコマンドの実行を望んでいるという前提で、自動
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的に肯定の回答（y）を行います。このオプションにチェックがついていない場合は、このアクテ

ィビティはすべての確認要求に対して nを入力します。 

File to write to TFTP server 

デフォルトのコマンドリストを使用してファイルを TFTP 転送したい場合は、このチェックボックス

をチェックします。テキストフィールドに TFTP 転送したいファイルの名前（例： 

running-config、vlan.dat等）を入力します。 

Current file 

現在のファイルを保存するフォルダおよびファイル名を設定します。デフォルトでは、¥Config

フォルダに名前の一部に Config.Current.Running という文字列が含まれるファイルに

保存されます。Config.Current.Running いう文字列がデフォルト設定されている理由は、

このアクティビティがTFTPによるコンフィグレーションのダウンロードの際に最もよく使用される

為です。これは、TFTP によってダウンロードされたファイルと比較されるファイル名でもありま

す。 

 

デフォルト：  

...¥Configs¥%GroupName%¥Config.Current.Running.%BaseFile%.txt 

%GroupName%および%BaseFile%変数はランタイム時に置換され、フォルダおよびファイル

名の一部となります。 

 

例） 

C:¥Program files¥Cattools¥Configs¥Default 

¥Config.Current.Running.Sales_Router.txt 

 

この値は、新しいファイルが保存される場所です。既存のファイルが存在する場合は、新しい

ダウンロードファイルと比較されします。変更点が存在しない場合は、変更がありません。 

Compare, move to dated file 

ダウンロードしたファイルと既存のファイル（Current File フィールドで名前を設定）を比較する

場合は、チェックボックスにチェックをつけます。 

日付つきのファイルを保存するフォルダおよびファイル名を設定します。変更点が検出された

場合、現在のファイルは\Dated Configsフォルダに移動されます。 

 

デフォルト： 

...¥Dated Configs¥%GroupName% 

¥Config.Dated.Running.%BaseFile%.%DateISO%-%TimeHHMM%.txt 
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%GroupName%、%BaseFile%、%DateISO%および%TimeHHMM%変数は、ランタイム時に置

換され、フォルダおよびファイル名をの一部となります。 

 

例） 

C:¥Program files¥Cattools¥Dated Configs¥Default 

¥Config.Dated.Running.Cisco805.20031006-1914.txt 

Ignore Text 

比較が実行されるたびに新しいファイルに含まれる、元のファイルと違いが生じやすい行(タイ

ムスタンプ等)を無視したい場合に、このフィールドに入力します。 

Only notify by e-mail if configs have changed 

このチェックボックスをオンにすると、何回でもコンフィグレーションのバックアップを実行できま

すが、変更が検出されたときのみ E メールで通知します。 

Attach reports to e-mail 

E メールを送信する差分レポートのレベルを選択します。 

ドロップダウンリストから選択できる項目は以下の通り 

 HTML compare report only (デフォルト) ⇒ 完全な比較の HTML形式のレポート 

 Text diff report only ⇒ 差分のみのテキスト形式のレポート 

 Both reports ⇒ 両方の形式のレポート 

HTML レポートにはご使用のデバイスの全コンフィグレーションが含まれていますので十分に

注意してください。セキュリティを確保できない通信経路を介する場合は、HTML レポートを送

信しないようにするか、レポートを zip で圧縮してパスワード保護しておくことをお勧めします。 

Zip attachments 

ネットワークトラフィックの負荷を減らし、パスワード保護を可能にするには、このチェックボック

スをオンにします。この機能を使うことによって、E メールのサイズを抑制し、複数のファイルを

１つの添付ファイルにまとめることができます複数台のデバイスがあるときなどに非常に便利

です)。 

Enter zip password or leave blank （パスワード入力窓） 

zip ファイルにパスワードを追加することによってコンフィグレーションやレポートを保護できます。

長いパスワードを設定すると破られにくくなります。パスワード保護をしておけば、ご使用の Eメ

ールの受信箱に転送されるまでの間ネットワークを覗き見しているユーザーから大切なコンフ

ィグレーションなどが盗まれないように守ることができます。 
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5.4.6 Device.CLI.Modify Config 

１台または指定した複数のデバイスの config モードから同一またはそれぞれのデバイスに合わせたコマ

ンドを投入する事が出来ます。例えば、コンフィグレーションを一括で変更したりする場合に便利です。 

CatTools は選択したデバイスに順番にログインし、指定したコンフィグレーション変更を実行します。エラ

ーが起きた場合は次のレポートファイルに記録します。 

 

...¥Reports¥Device.CLI.Modify Config.txt 

 

Device.CLI.Send commands アクティビティでは通常のコマンドラインプロンプト(あるいはオプションを選

択すれば enable モード)からコマンドを実行できますが、このアクティビティではコンフィグモード(コンフィ

グターミナル)でコマンドを実行します。 

 

注記： このアクティビティを簡単にテストする方法は、下記のコマンドを使ってインターフェースの説明を

変更することです。 

 

例 ） 

int e0 

description this is a test 

 

上記のコマンドをコピーして description内容を変えてテストし、そのたびに内容が替わることを確認してく

ださい。Device.Backup.Running Config アクティビティを併用すれば、コンフィグファイル内の変更を確認

し、E メールでレポートを送信する等ができるようになります。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.CLI.Modify Config を選択します。その他の

項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 
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E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Config commands to be entered into the device (Max 10,000 chrs) 

このフィールドには選択したデバイスのコンフィグレーションを変更する為のコマンドを入力しま

す。例えば、Cisco IOS ルータの場合、通常はコンフィグモードで入力するコマンドを入力します

(コンフィグモードにするには、dnableプロンプトで config term と入力します)。 

例えば、Cisco IOSルータのVTYログインパスワードを変更したいときは次のコマンドをこのフィ

ールドに入力します。 

 

例 ） 

Line vty 0 4  

password mynewpassword  

 

CatToolsはコンフィグモードに移行し、このフィールドに入力された通り正確にコマンドを実行し

ます。したがって、デバイスの設定を Telnet 経由により手動で行っているときと同様に正確に

入力してください。複数のコマンドを入力するときは、コマンドごとに改行してください。 

 

コマンドとコマンドの間に空白行を入れると、Telnet セッションで Enterキーが押されたと解釈

されます。 

 

このフィールドに入力できる文字数は 10,000 文字までという制限があります。これは、複数

のコマンドを組み合わせ、極めて込み入った設定変更を行う場合でも十分なスペースです。 

 

コマンド内では多くの変数を使用できます。これらの変数はコマンドがデバイスに届いた時点

で実際の値に置換されます。コマンドリストにメタコマンドも入力できます。 

Or, read commands from file 

このオプションは前述のオプションのチェックボックスと通常のパス/ファイル名入力フィールド

で構成されています(このオプションと前述のオプションは同時に指定することはできません。

前述のチェックボックスをオフにすると、Config commands...フィールドが無効になり、コマンドは

このパス/ファイル名入力フィールドで指定したテキストファイルからのみ読み込まれます)。 

テキストファイル内でコマンドを記述する際の規則は、前述の Config commands...フィールドに

入力するときと同じです。各行は１つのコマンドとして読み込まれ、デバイスのコンフィグモード

で入力されます。コマンド間に空白行が含まれる場合は、Enter キーが押されたものとして認

識されます。 
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この２つのオプションの主な違いは、テキストファイルにはフィールドにコマンドを入力するとき

のような文字数制限がないということです。 

Save device output to file （デフォルト値：有効） 

これもチェックボックスとパス/ファイル名のフィールドで構成されています。ファイル名はデバイ

スの名前と日付により決まります。これは基本的にアクティビティが実行されるたびに記録され

るデバイス固有情報です。 

 

デバイスからの出力は全てこのテキストファイルにTelnetセッションで表示された通りに正確に

記録されます。選択されたデバイスごとに固有の出力ファイルが作成されます。 

Overwrite existing capture file （デフォルト値：有効） 

以前のアクティビティの実行時の出力ファイルを上書きします。チェックボックスをオフにすると

ファイルに追記されます（日付が変わると新しいファイルが作成されます）。 

Answer yes to any confirmation prompts （デフォルト値：有効） 

コマンドの中には、確認プロンプト（例： are you sure? Y or N）を表示するものがありま

す。この場合、実際にユーザーがこのコマンドの実行を望んでいるという前提で、自動的に肯

定の回答（y）を行います。このオプションにチェックがついていない場合は、このアクティビティ

はすべての確認要求に対して nを入力します。 

Stop on error （デフォルト値：有効） 

エラーが発生したらすぐさまアクティビティを中断します。 

Save running config to startup config when complete （デフォルト値：有効） 

デバイスの runningコンフィグレーションを不揮発性メモリにコピーします。変更されたコンフィグ

レーションは startup コンフィグレーションになります。 

5.4.6.1 Device.CLI.Modify Configアクティビティの使用タイミング 

このアクティビティは次のような特長を備えている為に、有用なネットワーク管理ツールとして活用できま

す。 

 ネットワークに対し非常に細かいタイミング制御が可能である。 

 複数の制御を自動化でき、手動で実行したタスクについては入力された通りのコマンドを

正確に再実行できる。 

いずれにせよ、同じコマンドライン命令を習得すればよく、これらのコマンドはユーザーの代わりに

CatToolsのプログラムによって Telnet経由で実行されます。CatTools自体は非常に使用方法が簡潔で

覚えやすいプログラムである為、ユーザーはこの機能を利用することで大きな恩恵を得ることができま

す。 
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このアクティビティの最も有用と思われる特長は、時間制御にあります。スケジュール化しているアクティ

ビティの組み合わせを変えて、１営業日単位あるいは週単位で変化する組織のニーズに合わせてネット

ワークを調整できるのです。 

CatTools はユーザーにとって使いやすいようにスケジュール化された反復的なコンフィグレーションタス

クを管理できるよう設計されています。そのため、このようなタスクを手動で実行すると起こりがちなミス

を予防することができるのです。また、現在の設定情報のバックアッププロセスを確実に遂行できるだけ

でなく、バックアップの履歴を使って前の状態に戻すこともできます。指定した時間にネットワークを通じ

てコマンドライン命令をリモート実行することによって、ネットワークとその状態をアクティブに管理できま

す。 

 

例 ）  

日中のみ使用される共有の会議室に有線で繋がっているスイッチポートが複数ある場合、あるアクティ

ビティで特定のインターフェースを午後 6時にシャットダウンし、別のアクティビティによって午前 7時にそ

のインターフェースが有効になるようにコンフィグレーション変更を行うようスケジュール化します。このよ

うにしておけば、認証されていないユーザーが終業時刻後に共有の会議室からネットワークに進入する

のを確実に防ぐことができます。 

コンフィグレーション変更をスケジュール化することによって、指定した時刻にアクセスリストのエントリを

追加したり、削除したりすることも可能になります。給与システムへのアクセスを日中の終業時間内に限

るといった使い方も考えられます。 

使用方法は他にもたくさん考えられるでしょう。 

5.4.6.2 デバイスごとに異なるコマンドを送信する方法 

デバイスごとに異なる方法で設定するには、２つの方法があります。 

 

 デバイスごとに個別に Device.CLI.Modify Config アクティビティを作成し、Options タブでコマンド

を入力します。 

⇒この方法では、コンフィグレーションを変更したいデバイスごとに個別にアクティビティを作成し、

スケジュール化するという作業を行う必要があります。 

 Device.CLI.Modify Config アクティビティを１つだけ作成し、コンフィグレーションを変更したいデバ

イス全てを選択します。そして、Or, read commands form file フィールドに 

%BaseFile%を含むファイル名を指定します。次に、デバイスごとに個別のテキストファイルを作成

し、コンフィグレーションに含めたいコマンドを記述します。 

例 ） 

ファイル名を C:¥CatTools¥%BaseFile%.txt とします。 
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設定対象のデバイスは以下とします。 

デバイス名 ベースファイル名 コンフィグコマンドファイル名 

CiscoRouter1 CiscoRouter1 C:¥CatTools¥CiscoRouter1.txt 

CiscoRouter2 CiscoRouter2 C:¥CatTools¥CiscoRouter1.txt 

Sales_Switch Sales Switch C:¥CatTools¥Sales_Switch.txt 

 

注記： 空白や無効な文字はベースファイル名（Device Information の Device info タブ画面の File Name

フィールド）ではアンダーバー(_)に置換されます。 

 

それぞれのテキストファイル内に実行したいコマンドリストを記述します。 

 

例 ） 

ファイル C:\CatTools\CiscoRouter1.txtに以下のコマンドを入力します。 

Interface s 0/0  

Description New WAN link to head office 

No shutdown  

 

テキストファイルごとに異なるコマンドを入力し、アクティビティを実行します。CatTools は自動的

に%BaseFile%の値に基づいてデバイスとそのデバイスに対応するテキストファイルとのマッチン

グを行います。 

5.4.7 Device.CLI.Send commands 

１台または選択した複数のデバイスに対して、あたかも通常のコマンドラインプロンプト（あるいはオプシ

ョンが選択されている場合は Enableモード）からコマンドを入力しているかのように一連の CLIコマンドを

発行します。 

 

CatToolsは自動的に以下の処理を行います。 

1. 対象デバイスにログインします。 

2. ターミナルディスプレイのウィンドウ長の問題を処理します。 

3. 必要であれば、Enableモードまたは特権モードに切り替えます。 

4. 指定したコマンドを順に入力し、有効な応答が返ってくるまでしばらく待ちます。 

5. 必要であれば、入力したコマンドとデバイスからの応答をテキストファイルにログとして記録しま

す。 
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6. エラーが発生したときに処理を続行するか中止するかはユーザーが決めます。 

7. デバイスから切断します。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.CLI.Send commands を選択します。その他

の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

CatToolsホストからこのアクティビティを実行したいデバイスを選択します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

List of commands to be entered into the device (Max 10,000 chrs) 

このフィールドには選択したデバイスに送信するコマンドを入力します。 

 

例 ）入力可能な CLI コマンド(Ciscoルータの場合) 

 

Clear counters 

Clear interface 

 

入力可能な CLI コマンド(Cisco Catalyst CatOS スイッチの場合 

Set Port 1/1 disable 

Set Port 2/12-24 enable 

 

複数のコマンドを入力するときは、コマンドごとに改行してください。コマンドとコマンドの間に空

白行を入れると、Telnetセッションで Enterキーが押されたと解釈されます。 

 

このフィールドに入力できる文字数は 10,000文字までという制限があります。これは、複数のコ

マンドを組み合わせ、極めて込み入った設定変更を行う場合でも十分なスペースです。 

Or, read commands from file 

このオプションは前述のオプションのチェックボックスとパス/ファイル名入力フィールドで構成
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されています(このオプションと前述のオプションは同時に指定することはできません。前述の

チェックボックスをオフにすると、List of commands...フィールドが無効になり、コマンドはこのパ

ス/ファイル名入力フィールドで指定したテキストファイルからのみ読み込まれます)。 

 

テキストファイル内でコマンドを記述する際の規則は、前述の List of commands...フィールドに

入力するときと同じです。各行は１つのコマンドとして読み込まれ、デバイスのコンフィグモード

で入力されます。コマンド間に空白行が含まれる場合は、Enter キーが押されたものとして認

識されます。 

 

この２つのオプションの主な違いは、テキストファイルにはフィールドにコマンドを入力するとき

のような文字数制限がないということです。 

 

コマンド内では多くの変数を使用でき、これらの変数はコマンドがデバイスに届いた時点で実

際の値に置換されます。 

Enter commands in enable mode 

このチェックボックスをオンにすると、コマンドをデバイスに入力する前に Enableモードに移行し

ます。 

Save device output to file 

このチェックボックスをオンにすると、デバイスから返された全出力がファイル名フィールドに指

定されたファイルに書き込まれます。デフォルトではチェックボックスがオンになっており、ファイ

ル名はデバイスの名前と日付により決まります。 

これは基本的にアクティビティが実行されるたびに記録されるデバイス固有情報です。 

 

デバイスからの出力は全てこのテキストファイルにTelnetセッションで表示された通りに正確に

記録されます。 

選択されたデバイスごとに%DeviceName%および%DateISO%変数に基づいて固有の出力フ

ァイルが作成されます。 

Overwrite existing capture file 

以前のアクティビティの実行時の出力ファイルを上書きします。チェックボックスをオフにすると

ファイルに追記されます（日付が変わると新しいファイルが作成されます）。 

Answer yes to any confirmation prompts 

コマンドの中には、確認プロンプト（例： are you sure? Y or N）を表示するものがありま

す。この場合、実際にユーザーがこのコマンドの実行を望んでいるという前提で、自動的に肯

定の回答（y）を行います。このオプションにチェックがついていない場合は、このアクティビティ

はすべての確認要求に対して nを入力します。 
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Stop on error 

コマンドがデバイスに送信されたときにエラーが発生したら、すぐさまアクティビティを中断しま

す。 

Send output via e-mail 

デバイスとの応答内容をメールで送信します。 

Attach as file ⇒ メールの添付ファイルで送信します。 

Include output as body text ⇒ メールの本文に記述して送信します。 

Zip attachments 

この設定は上記 Send output via e-mailで Attach as fileを選択した場合の拡張オプションです。

デバイスとの応答内容を添付ファイルにして送信する場合、その添付ファイルを ZIP 書庫形式

に変換してから添付します。ZIP 書庫形式に変換した場合のファイル名は、デフォルトでは

CommandOutput.zipが設定されています。 

Password protect Zip file 

ファイルを暗号化 ZIP書庫形式として保存します。ファイル暗号は右の入力窓に入力します。 

5.4.7.1 外部スクリプトの実行 

概要 

Device.CLI.Send commandsアクティビティ内から外部 VB scriptを実行し、CLIコマンドの一部として実行

された外部スクリプトからの戻り値を使用できます。 

CatTools 内で使用する外部スクリプトを作成する場合は、変数を使用してスクリプトファイルを編集する

必要があります。 

様々な有益な関数や変数が外部スクリプトで使用できます。 

 

使用法 

Device.CLI.Send commands アクティビティ内から外部スクリプトを実行するには、以下の形式でコマンド

を記述しなければなりません。 

%ctRunExternalScript(“PathToScript”,[”VariableString”]) 

PathToScript 

実行するスクリプトのフルパス 

上記のようにダブルクォーテーションで囲みます。 

VariableString 

外部スクリプトに渡す値を含む文字列 

上記のようにダブルクォーテーションで囲みます。 

クォーテーションを含むことはできません。 
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オプションであり必須ではありません。 

１つ以上の変数をスクリプトに渡す必要がある場合は、この文字列変数内に何らかの規則で連結し

てください。この規則はご自身で自由に決めてください。例えば、文字列変数とし

て”255|127|1|2”を渡した場合、外部スクリプトでこれを個々の数値に分割して使用します。 

%ctRunExternalScript コマンドは 1行に１つしか記述できません。 

外部スクリプト 

外部スクリプトには、スクリプトのエントリーポイントである Main関数が必要です。 

Main関数には文字列パラメーターを定義します。 

例 ） 

Function Main(VariableString) 

このスクリプトは常に値を戻さなければなりません（null値の場合も）。 

VariableString パラメーターからスクリプト内で使用する個々の値を取得する為解析を行う必要が

ある場合があります。 

スクリプトにはこれらの関数や変数を記述します。 

スクリプトは後日利用する為に Scripting Dictionary機能を使用して値を保存できます。 

サポートするデバイススクリプトは次の通りです。 

 Cisco.Switch.IOS 

 Cisco.Router.General 

 Cisco.Other.CUE 

 Cisco.Wireless.LAN 

 Cisco.WAE 

 Aruba.ArubaOS.General 

外部スクリプト例１ 

以下の例では、runnningコンフィグレーションが TFTPフォルダにコピーされる前に TFTPフォルダから全

てのファイルを削除するスクリプトを実行します。この外部スクリプトにはパラメーターが必要なく、null 値

を戻します。この後に copy running tftp コマンドを実行します。 

 

%ctRunExternalScript(“C:¥DeleteFiles.txt”) 

copy running tftp 

192.168.1.200 

%ctGroupName/%ctDeviceName-Config.txt 
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以下の例では、送信された StringVariable 値にもとづき有効にするポート値を戻すスクリプトが実

行されます。この場合、変数値は 5です。ここではスロット番号を意味します。 

 

Set Port %ctRunExternalScript(“C:¥PortToEnable.txt”,”5”) enable 

スクリプトの実行後、実際にアクティビティで処理されるコマンドは、以下です。 

Set Port 5/1-12 enable 

赤字部分が関数からの戻り値です。最終コマンドに挿入されます。 

この例では、ホスト名が新しいホスト名に変更されます。変数は渡されません。 

Conf term 

hostname %ctRunExternalScript(“C:¥hostnames.txt”) 

wri mem 

外部スクリプト例２ 

下の例では、入力文字列にもとづき値を返します。 

Function Main(inputString) 

Dim SelectionValue 

SelectionValue = Val(inputString) 

Main = “” 

Select Case SelectionValue 

Case 1 

Main = “1/1-12” 

Case 2 

Main = “2/1-12” 

Case 5 

Main = “5/1-12” 

End Select 

End Function 

外部スクリプト例３ 

この例では、入力文字列の解析を行いませんが、CatToolsはinputString値がこの関数定義で要求

されているのでデフォルトのnull値を渡します。この関数は外部スクリプトで利用できる変数の１つであ

る cl.DeviceHostnameId を参照しています。 

Function Main(inputString) 

Main=”” 
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If cl.DeviceHostnameId=”MyRouter1” Then Main=”MyNewRouterName1” 

If cl.DeviceHostnameId=”MyRouter2” Then Main=”MyNewRouterName2” 

End Function 

5.4.7.2 Genericスクリプト例 

以下のスクリプトは、外部スクリプトを初めて勉強する方には少し複雑です。 

以下の処理が実行されます。 

 

1. コマンドをデバイスに送信します。 

2. デバイスがコマンドにより生成された出力を終了し、プロンプトを戻すのを待ちます。 

3. 保存したデバイスからの出力を解析し、適切なアクションを実行します。 

 

外部スクリプトで何をしたいかによりますが、localSendCommandSingle 関数に mults を追加した

り、標準的なデバイススクリプトでは処理されないデバイスからの出力に応答できるように case 文を追

加したりする必要があります。 

Option Explicit 

‘ 外部スクリプトの開始は常に、Function Mainです。 

Function Main(inputString) 

Dim commandResult 

Dim processBufferResult 

Main = “” 

 

‘ デバイスにコマンドを送信する関数を呼び出します。 

‘ この場合入力引数にコマンドを渡します。 

commandResult = localSendCommandSingle(inputString) 

 

‘ コマンドが成功したらアクションを実行します。 

If commandResult Then 

processBufferResult = ProcessBuffer() 

If processBufferResult Then 

‘ buffer 処理の結果に基づきアクションを実行します。 

End If 

End If 

End Function 

Function localSendCommandSingle(CmdToSend) 

‘ これは CatTools で使用される send command single アクティビティの簡略版です。 
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‘ この考え方は、mainスクリプトで作成されなかった特定の出力を処理する為に使用で 

‘ きます。 

Dim retval 

Dim Mult(20) 

Dim Choices 

Dim StoredBuffer 

localSendCommandSingle = False 

StoredBuffer = “” 

 

‘ Mults を設定します。デバイスから戻されたテキストはすべて Mults を作成する為に 

‘ チェックされます。 

‘ 一致が見つかったら Multに応じて異なるアクションを実行します。 

Mult(1) = “—More—“ 

Mult(2) = “Invalid Command” 

 

‘ カスタム Multをここに挿入します。 

‘ Mult(3) = “Device specific mult” 

 

Mult(18) = cl.DeviceVTYPrompt 

Mult(19) = cl.DeviceEnablePrompt 

Mult(20) = cl.DeviceConfigPrompt 

Choices = 20 ‘the number of mults 

 

‘ bufferをクリアします。 

cl.flushrxbuffer 

 

‘ コマンドをデバイスに送信します (Enter はまだ押しません。) 

If cl.WaitForEcho Then 

If cl.SendAndWaitForEcho(CmdToSend) = False Then 

cl.Log 4, “Did not receive echo of “ & CmdToSend 

Exit Function 

End If 

Else 

cl.sendData CmdToSend 

End If 

‘ 送信されたコマンドや echoを記録したくないため、デバイスからの応答用 buffer を 

‘ クリアします。 
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cl.flushrxbuffer 

 

‘ コマンドを実行する為に、<cr> を送信します。 

cl.sendData vbCr 

 

‘ 結果を処理中 

cl.Log 4, “Waiting for a response to: “ & CmdToSend 

Do 

‘ デバイスからの応答を待ちます。 

If cl.WaitForTime = 0 Or cl.WaitForTime = “” Then 

‘ ユーザーが特別な待ち時間を指定していない場合 

retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices,  

cl.RecDataTimeOut * 5) 

Else 

‘ ユーザーが特別な待ち時間を指定している場合 

retval = cl.WaitForMultData(Mult, Choices, cl.WaitForTime) 

End If 

‘ デバイスからの出力をすべて保存します。 

StoredBuffer = StoredBuffer & cl.RxBuffer 

‘ Multに定義した値が見つかるか結果を解析します。 

Select Case retval 

Case 0 

‘ 有効なデータが受信されなかった場合 

If 2 > 0 Then 

cl.Log 2, “Did not receive expected response to command: “ & 

CmdToSend 

End If 

Exit Do 

Case 1 

‘—more—プロンプトが見つかった場合は、cr を送信し次のブロックに進みます。 

cl.sendData vbCr 

Case 2 

‘ Invalid command - シンタックスエラー 

If 2 > 0 Then 

cl.Log 2, “Error with syntax: “ & CmdToSend 

End If 

Exit Do 
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‘Case 3 

‘ “Device specific mult” が見つかった場合のアクションを記述します。 

‘ デバイスにコマンドを送信するかキーストロークを発行する場合があります。 

‘ cl.FlushRxBuffer コマンドを使用して上記前後の buffer をフラッシュする必要が 

‘ ある場合もあります。 

 

注意 デバイスを他のコマンドいつでもを受信できる状態にしておきたい為に、ここでループをexitしたく

ない場合もあります。ループを exitするときにデバイスプロンプトにいることを確認すべきです。 

 

Case 18, 19, 20 

‘ デバイスがその出力を終えてプロンプトを表示します。ループを exit します。 

localSendCommandSingle = True 

Exit Do 

End Select 

Loop 

 

‘ RxBufferにコマンドの全出力を記入します。これによりどこでもコマンド結果を使用できる 

’ ようになります。 

cl.RxBuffer = StoredBuffer 

End Function 

Function ProcessBuffer() 

‘ cl.RXBuffer 内のデータの処理が必要であれば、ここに記述します。 

ProcessBuffer = True 

End Function 

5.4.7.3 Catalyst CatOSスイッチのポートを Enable/Disableにするには 

Cisco Catalyst CatOSスイッチ(4000、5000、6000)は Set コマンドを使ってコンフィグレーションを変更

します。 

Device.CLI.Send commands アクティビティをスケジュール化することにより、特定の時刻にスイッチのポ

ートを Enableまたは Disableにすることが簡単にできます。 

例 ） 

朝、ポートを Enableにするアクティビティを作成し、スケジュール化します。 

[X] は、チェックボックスにチェックをつけることを意味します。 

Time タブでの設定 

Custom Scheduleを選択し、07:00を設定します。 
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Days of the week セクションで、Mondayから Fridayを選択します。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device  

Set Port 3/1-24 enable (スロット 3 の 1～24 のポートを Enable にする) 

Set Port 5/1-12 enable (スロット 5 の 1～12 のポートを Enable にする) 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer [yes] to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

 

次に、夕方以降ポートを Disableにする別のアクティビティを作成し、スケジュール化します。 

Time タブでの設定 

Custom Schedule を選択し、19:00を設定します。 

Days of the week セクションで、Mondayから Friday を選択します。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 

Set Port 3/1-24 disable (スロット 3 の 1～24 のポートを Disable にする) 

Set Port 5/1-12 disable (スロット 5 の 1～12 のポートを Disable にする) 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

5.4.7.4 Cisco IOSイメージを TFTPにバックアップするには 

Device.CLI.Send commandsアクティビティを使って、Enableプロンプトで次のコマンドを入力しま

す。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 
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copy flash: tftp:  

c2500-ik8s-l.122-5.bin (バックアップするイメージファイルの名前) 

192.168.1.200 (リモート TFTPサーバの IP アドレス) 

c2500-ik8s-l.122-5.bin (TFTPサーバ上で使用するイメージファイルの名前) 

 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

5.4.7.5 Cisco IOSの running configを FTPにダウンロードするには 

Device.CLI.Send commands アクティビティを使って、Enableプロンプトで次のコマンドを入力します。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 

copy running tftp  

192.168.1.200 (リモート TFTPサーバの IP アドレス) 

%ctGroupName/%ctDeviceName-Config.txt (サーバ上でコンフィグレーションを保

存するファイル名) 

(空白行) (確認ダイアログへの回答) 

 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

 

ここで使用した変数の意味は以下の通りです。 

%ctGroupName = デバイスのグループ名 

%ctDeviceName = デバイス名 

 

注意 旧バージョンの Cisco IOSの一部には、copy running tftpコマンド後に runningコンフィグレ

ーションのソースファイル名の確認クエリーに回答する為に、空白行を要求するものがあり

ます。 
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注意 TFTPダウンロードフォルダ以下でサブフォルダを指定するにはスラッシュでファイル名を

区切って指定してください。 

5.4.7.6 Cisco IOSの running configを SCPにダウンロードするには 

Device.CLI.Send commands アクティビティを使って、Enableプロンプトで次のコマンドを入力します。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 

copy running-config scp://Destination username:Destination 

password@Destination HostIP/Destination filename 

%ctCR 

%ctCR 

%ctCR 

 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

 

例 ）  

copy running-config scp://Admin:Password@10.190.1.10/ 

%ctDeviceName-Config.txt 

%ctCR 

%ctCR 

%ctCR 

 

デバイスは通常プロンプトで応答します。 

Address or name of remote host [10.190.1.10]? 

Destination username [Admin]? 

Destination filename [Device-Config.txt]? 

 

%ctCR メタ変数を使用すると、CatToolsは各プロンプトに<CR>（キャリッジリターン）を送信します。 

注意 以下のメタ変数も使用されます。 

%ctDeviceName = Device Name 
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5.4.7.7 Cisco IOSのコンフィグレーションを TFTPからアップロードするには 

Device.CLI.Send commands アクティビティを使って IOS をデバイスにアップロードする方法については、

次の例をご参照ください。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 

copy tftp running  

192.168.1.200 (リモート TFTPサーバの IPアドレス) 

%ctGroupName\%ctDeviceName-Config.txt (サーバ上でコンフィグレーションを保

存するファイル名) 

%ctCR (TFTPデバイスを起動する為に必須) 

 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

 

注意 ここで使用したメタ変数の意味は以下の通りです。 

 %ctGroupName = デバイスのグループ名 

 %ctDeviceName = デバイス名 

 %ctCR = キャリッジリターン 

TFTP のアップロードフォルダ以下でサブフォルダを指定するには、ファイル名をバックスラ

ッシュで区切って指定してください。 

%ctCR変数を指定すると、デバイスに<CR>を送信し TFTPセッションをアクティブにします。 

Device.TFTP.Upload Config アクティビティでも IOSをデバイスにアップロードできます。 

5.4.7.8 TFTP経由で Cisco IOSをアップグレードするには 

Device.TFTP.Upload Config アクティビティを使って、Enableプロンプトで次のコマンドを入力します。 

Options タブでの設定 

[X] List of commands to be entered on device 

erase flash (既存のフラッシュファイルを削除し新しいファイルの

ためのディスク領域を確保します) 
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copy tftp: flash:  

192.168.1.200 (リモート TFTPサーバの IPアドレス) 

c2500-ik8s-l.122-5.bin (ソースファイル名) 

c2500-ik8s-l.122-5.bin (宛先ファイル名) 

 

[X] Enter commands in enable mode 

[X] Save device output to file [ファイル名] 

[X] Overwrite existing capture file 

[X] Answer yes to any confirmation prompts 

[X] Stop on error 

5.4.7.9 デバイスごとに異なるコマンドを入力するには 

選択したデバイスごとに異なる方法で設定を行うには、２つの方法があります。 

 

1. デバイスごとに個別に Device.CLI.Send commands アクティビティを作成し、Options タブにコマ

ンドを入力します。この方法では、設定を変更したいデバイスごとに個別にアクティビティを作

成し、スケジュール設定を行う必要があります。 

 

2. Device.CLI.Send commands アクティビティを１つだけ作成し、設定を変更したいデバイス全てに

チェックを入れます。次に、Or, read commands form file フィールドに 

%BaseFile%値を含んだファイル名を指定します。次に、デバイスごとに個別にテキストファイ

ルを作成し、コンフィグレーションに含めたいコマンドを記述します。 

 

例 ）ファイル名を C:¥CatTools¥%BaseFile%.txt とします。 

 

設定対象のデバイスは以下とします。 

 

デバイス名 ベースファイル名 コンフィグコマンドファイル名 

CiscoRouter1 CiscoRouter1 C:¥CatTools¥CiscoRouter1.txt 

CiscoRouter2 CiscoRouter2 C:¥CatTools¥CiscoRouter1.txt 

Sales_Switch Sales Switch C:¥CatTools¥Sales_Switch.txt 

 

注意 空白や無効な文字はベースファイル名（Device Informationの Device info タブ画面の File 

Nameフィールド）ではアンダーバー「 _ 」に置換されます。 

 

それぞれのテキストファイル内に実行したいコマンドリストを記述します。 
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例 ） 

ファイル C:¥CatTools¥CiscoRouter1.txtに以下のコマンドを入力します。 

Interface s 0/0  

Description New WAN link to head office 

No shutdown  

 

テキストファイルごとに異なるコマンドを入力し、アクティビティを実行します。CatTools は自動的

に%BaseFile%の値に基づいてデバイスとそのデバイスに対応するテキストファイルとのマッチン

グを行います。 

5.4.7.10 複数デバイスからの出力を１つのファイルにまとめて保存するには 

通常、Device.CLI.Send commands アクティビティはデバイスから出力されたデータをデバイスごとに個別

にファイルを作成し、そこに記録します。 

デフォルトのキャプチャファイル名は以下の通りです。 

..¥Captured Data¥%GroupName%¥%DeviceName%.DeviceOutput.%DateISO%.txt 

複数のデバイスの出力を１つのファイルにまとめるには、キャプチャファイル名を次のように変更してくだ

さい。 

..¥Captured Data¥MyActivityData.txt 

 

Options タブでは Overwrite existing capture file のチェックを外してください。これにより、各デバイスから

の出力データは共通のキャプチャファイルに追記されます。 

 

Activity タブでは、Client threads を 1 thread に設定します。これにより、1台のデバイスからのみ出力フ

ァイルへ書き込みを行います（同時に複数のデバイスからの書き込みは行われません）。 

各デバイスからの出力ごとに開始タグと終了タグを挿入するには、デバイスに送信するコマンドにコメン

トを挿入する必要があります。 

 

例えば、入力しているコマンドが Show ARPの場合、次のように指定します。 

! %ctDeviceName – Start 

Show ARP 

! %ctDeviceName - Finish 

 

コマンドがデバイスに送信されると、%ctDeviceName が現在のデバイス名(例：SalesRouter-1)に

置換されます。 

最初と最後のコマンドは!で開始している為、Ciscoルータではこれらは無視されます。 

Catalystスイッチ(CatOS)の場合は、!ではなく#を使ってください。 
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キャプチャされたデータファイルは次のように表示されます。 

! Cisco2950Switch1 - Start 

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface 

Internet 192.168.1.1 3 0008.02b9.1111 ARPA Vlan1 

Internet 192.168.1.2 1 000d.9d89.2222 ARPA Vlan1 

! Cisco2950Switch1 - Finish 

! Cisco2950Switch2 - Start 

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface 

Internet 192.168.1.3 6 0008.a118.3333 ARPA Vlan1 

Internet 192.168.1.4 0 0008.02cf.4444 ARPA Vlan1 

! Cisco2950Switch2 - Finish 

 

各デバイスからキャプチャされたデータは、Start タグと Finish タグで挟まれます。 

5.4.8 Device.ConnectivityTest.Login 

選択したデバイスにログインすることで、接続性を確認するアクティビティです。 

Device.ConnectivityTest.Ping アクティビティと同様、デバイス上の設定は何も変更しません。接続可能

か否かとログイン可能か否かのみを確認します。 

CatToolsは選択したデバイスに順番にログインし、エラーを次のレポートファイルに記録します。 

...¥Reports¥Device.ConnectivityTest.Login.txt 

一般的に、ログインテストを行う理由は、多少の違いはあっても pingテストを行うときとほぼ同様です。 

ログインテストは単純な pingよりやや深く検査を行って、プロセスにおいてデバイスへのターミナルアクセ

スが有効であること、およびユーザーとデバイス間のネットワークオペレーションが正常に機能すること

を確認します。また、パスワードが変更されていないこともチェックします。指定したデバイスにスタッフが

まだログインできることをチェックしたり、ログインパスワードが勝手に変更されていないことを確認したり

できます。 

レポートファイルにはテストを行ったデバイスのステータスの履歴が記録されるので、フォレンジックの目

的で活用することが期待できます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.ConnectivityTest.Login を選択します。 

その他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 
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Devices タブ 

ログインテストを実行したいデバイスを選択します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Enter enable mode if possible 

このチェックボックスをオンにすると、対象デバイスに Enable モード（あるいは同等のモード）が

あり、適切なパスワードが設定されている場合、CatTools はデバイスにログインするたびに

Enableモードに移行します。 

Only record login failures 

このチェックボックスをオンにすると、アクティビティが失敗した場合のみ記録します。 

5.4.9 Device.ConnectivityTest.Ping 

選択したデバイスに ping を実行することで、接続性を確認するアクティビティです。 

Device.Device.ConnectivityTest.Login アクティビティと同様、デバイス上の設定は何も変更しません。通

信が可能か否かのみを確認します。 

CatToolsは選択したデバイスに順番に pingを実行し、エラーを次のレポートファイルに記録します。 

...¥Reports¥Device.ConnectivityTest.Ping.txt 

pingテストは単純な ICMP Echo要求であり、CatTools を実行しているマシンから選択したデバイスに

対して送信されます。 

このアクティビティは、CatTools と選択したデバイス間のネットワークオペレーションが正常かどうかを IP

レベルでのみテストします。これはネットワークやユーザーのネットワーク利用能力の検査手段として役

立つ場合も役立たない場合もあり、ネットワークがどのように設計されているかによって、その評価は大

きく異なります。 

レポートファイルにはテストを行ったデバイスのステータスの履歴が記録されるので、フォレンジックの目

的で活用することが期待できます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.ConnectivityTest.Ping を選択します。 

その他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 
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Devices タブ 

CatToolsのホストから pingテストを実行したいデバイスを選択します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Response timeout (seconds) 

ping要求が失敗したとみなすまでの待ち時間を秒単位で設定します。 

デフォルト値は 2秒です。 

Ping packet send count 

アクティビティが実行されるたびに各デバイスに送信される ping要求の数を指定します。 

デフォルト値は 5パケットです。 

Only record ping failures 

このチェックボックスをチェックした場合、アクティビティが失敗した場合のみ記録します。 

Log Error if % is not reported 

ドロップダウンリストに 10～100 の数値があり、全ての ping でこの数値分のパーセンテージで

成功しなかった場合にエラーとなります。 

5.4.10 Device.InterDevice.Ping 

選択したデバイスを発信元として、複数のホストに対して ping を実行します。 

CatTools は選択したデバイスに順番にログインし、デバイスリストごとに、あるいは選択されたデバイス

以外のすべてのデバイスに対して ping を実行します。 

ping を実行するデバイスを指定するには、２つの方法があります。 

 

1. Options タブの Ping a list of Hosts フィールドにホスト名と IPアドレスを入力します。CatTools

は選択されたデバイスにログインし、ここに記載されたホストに対して順番に ping を実行しま

す。 

2. OptionsタブのOr, ping all other selected devicesチェックボックスを選択します。CatToolsは最

初に選択されたデバイスから他の全てのデバイスに対して pingを実行し、次に 2番目のデバイ

スに移動してそこから他の全デバイスに対して ping を実行し･･･というように順番にすべての選

択したデバイス間での pingを実行し終わるまで ping を送信し続けます。この検査を実行するこ

とによって、デバイス間の接続を完全にチェックすることができます。 

 

全ての pingが終わると CatToolsは表形式のレポートを作成します。その表にはデバイスごとに、そのデ

バイスが行った ping 結果が記載されます。 

Options タブには CatToolsがレポートを発行するのは pingが失敗したときのみにするオプションもありま
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す。このチェックボックスをオンにしておけば、レポートファイルのサイズを最小限に抑えることができ、ネ

ットワーク障害の発生時にのみ注目することができます。 

ホスト名と IPアドレスの指定方法は 2通りあります。 

ホスト名がわからない場合は IPアドレスを入力します。複数の IPアドレスを指定する場合は改行(キャリ

ッジリターンか Enter)で区切る必要があります。 

ホスト名がわかる場合は、ホスト名と IPアドレスの両方をコンマと空白で区切って指定します。ここの場

合もホスト名と IPアドレスの組み合わせごとに改行する必要があります。 

ホスト名は、レポート内の列名として使用されます。 

 

例 ） 

Main Server, 192.168.1.1 

Sales router, 192.168.2.1 

ISP DNS, 202.30.45.21 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.InterDevice.Ping を選択します。 

その他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Ping a list of hosts (Display name, IP address) 

このフィールドにホスト名と IP アドレスのリストを入力するか、Or, ping all other selected 

devices チェックボックスをオンにします(このチェックボックスをオンにすると、Ping a list of 

hosts (Display name, IP address)フィールドは無効になります。２つのオプションを同時に指定

することはできません)。 
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Only record ping failures 

このチェックボックスをオンにすると、pingが失敗したときのみ記録します。 

5.4.10.1 Device.InterDevice.Pingアクティビティの使用タイミング 

Device.InterDevice.Ping アクティビティは、あらゆる角度からネットワーク全体の検査を実行しそのレポー

トを作成できる為、有用なネットワーク管理ツールとして活用できます。 

 

ルータ接続によるネットワークにおいては多くの場合、ルータはネットワークを実際に使用するデバイス

よりもあなたに近い場所に設置されている為、ルータに対して ping を実行するだけではネットワークが正

しく動作していることを高いレベルで証明するには不十分です 

 

例えば、リモートルータに ping を実行する際に、WAN インターフェースの IP アドレスを使用することは合

理的であり一般的によく使われる方法です。WAN とルータが正常に動作している限り、ping 要求は成功

しますが、これはそのルータから遠く離れた LAN が意図した通りに動作していることを示しているわけで

はありません。また、ネットワーク上の特定のポイントからルータに対してpingが可能であることを確認す

るだけで、他のポイントからの ping を実行しているわけでも遠く離れた場所にあるデバイスからネットワ

ークを使用するのに支障がないことをテストできるわけでもありません。 

 

リモートにある LAN の各セグメント上(あるいは各リモートルータの後ろ)に Linux デバイスが 1 台ずつ設

置されている場合、これらのデバイスに対して順番に CatTools からアクセスし、そこからネットワーク上

の主要デバイスに対して pingを実行します。この方が、単一の中央ポイントからWANインターフェースと

なっているルータに対してのみ ping を実行するよりも、ネットワークが正しく動作していることを高く証明

できます。 

デフォルトでは、このアクティビティによって生成されるレポートは次のファイルに情報を追記するよう設

定されています。 

 ...\Reports\Device.InterDevice.Ping.txt 

 

このファイルには、サービスプロバイダが停止した場合やネットワークに影響を及ぼすような事態が生じ

たときに、法的な根拠となりうるデータが含まれており、大変有用であるといえます。 

 

このアクティビティを 5 分おきなど定期的に実行するようスケジュール化しておけば（ただし、ネットワーク

上に設置されているデバイスの数が膨大でなく、ロードに非常に時間がかかる場合を除きます）、２つの

イベントに接続する為の ping が失敗したことを示すタイムスタンプ付きの記録を利用できます。これでは

ping失敗の原因は特定できませんが、有用な証拠として利用できます。 
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中央デバイスの有効性チェック 

このテストでは、支社から本社サーバへの接続性を検査することができます。支社のルータ(または支社

内に設置されている Linuxマシン)を全て選択し、本社のサーバに対して pingを実行します。これにより、

顧客すべてが本社サーバにアクセス可能であることを確認します。 

5.4.11 Device.TFTP.Upload Config 

内蔵の TFTP サーバを使用してテキスト形式のコンフィグファイルを指定のデバイスにアップロードしま

す。 

このアクティビティは、デバイスが TFTP クライアントの機能を持ち、TFTP 経由でのファイルのアップロー

ドに対応している必要があります。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.TFTP.Upload Config を選択します。 

その他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

TFTP Server (IP or Hostname) 

TFTPサーバのアドレスを指定します。 

TFTP FileName (folder/file) 

コンフィグレーション情報が含まれているファイル名を指定するか、デフォルトのままにしておき

ます。 

Save device output to file 

このチェックボックスをオンにした場合、デバイスから実行されたセッションの出力をファイルに

保存します。 
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Overwrite existing capture file 

このチェックボックスをオンにした場合、既存のキャプチャファイルを上書きします。チェックをは

ずした場合、既存のキャプチャファイルに追記します。 

Save to NVRAM 

このチェックボックスをオンにした場合、新しいコンフィグレーションをデバイスの NVRAM（内部

ストレージ、内部 Flash、SDカードスロットなど）に保存します。 

 

注意 一部の OSでは内部ストレージという概念を持たないので、機能しません。 

5.4.12 Device.Update.Banner 

選択したデバイスのバナーを設定するアクティビティです。 

CatTools は banner コマンドを選択したデバイスに順番に送信します。コマンドの実行結果は次のレポ

ートファイルに記録されます。...¥Reports¥Device.Update.Banner.txt 

このアクティビティではコマンド変数（メタ変数）の使用をサポートしています。 

テキストは、画面上のテキストボックスから入力することもファイルから読み込むこともできますが、どち

らも半角英数（ASCII）のプレーンテキストで記述する必要があります。 

区切り記号や構文コマンドの語句を入力する必要はありません。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.Update.Banner を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Banner text 

バナーテキストをテキストボックスから読み込むかファイルから読み込むかを指定します。 
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このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。オフにすると、

適用するバナーテキストが記述されたテキストファイルを選択できるようになります。 

テキストフィールド、テキストファイル、共に 10000文字が上限となります。 

Which banner is to be supported 

適用するバナーを選択します。 

注意 すべてのデバイスのすべてのバナーがサポートされているわけではないので、注意してください。 

 

次のタイミングで表示されるバナーを編集する事が出来ます。 

 MOTD ⇒ 日替わりのメッセージバナー 

 Login ⇒ ログイン時のメッセージバナー 

 Exec ⇒ コマンド実行時のメッセージバナー 

 Incoming ⇒ 着信や他ユーザーのログイン、他モードへの遷移時のメッセージバナー 

 slip-ppp ⇒ SLIP、または PPP クライアント接続時のメッセージバナー 

 prompt-timeout ⇒ 何らかのタイムアウト時のメッセージバナー 

 ｌcd ⇒ 液晶ディスプレイにメッセージ機能を持つ場合のユーザーメッセージバナー 

 aaa authentication ⇒ RADIUS等を利用した AAA認証によるログインバナー 

Save device output to file 

このチェックボックスをオンにすると使用したバナーコマンドを特定のファイルに保存します。 

Overwrite existing capture file 

このチェックボックスをオンにすると既存のキャプチャファイルを上書きします。オフにすると追

記します。 

Save running config to startup config when complete 

バナーを NVRAM に保存するか否かを指定します。デバイスによってはこのオプションをサポ

ートしていないものもあります。 

5.4.13 Device.Update.Password 

デバイスの一部のパスワードを変更できます。 

Enableモードパスワード、Enable secretパスワード、VTYパスワードおよび Consoleパスワードを変更で

きます。 
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Options タブで、どのパスワードを変更するのかを選択し、それに対する新しいパスワードを入力します。

Enableモードパスワードも Enable secretパスワードもフィールドを空白にしておくことができます。空白に

することによってパスワードが何も設定されていない状態にリセットすることができます。 

注意 VTYパスワードおよびConsoleパスワードのフィールドは空白にしておくことはできません。 

 

アクティビティが完了すると、選択したデバイスごとにレポートが生成されます。レポートには新旧両方の

パスワードが記載されています。これらのパスワードはデフォルトではプレーンテキストとして表示されま

す。 

レポート内のパスワードを隠すには、 

［Options］ ⇒ ［Setup］メニューを選択し、CatTools Setup 画面の Misc タブで Hide password change 

report passwords チェックボックスをオンにします。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Device.Update.Password を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

New enable 

このチェックボックスをオンにすると、新しい Enable パスワードを入力する為のフィールドが入

力可能になります。 

New enable Secret 

このチェックボックスをオンにすると、新しい Enable secret パスワードを入力する為のフィール

ドが入力可能になります。 

Choose password for CatTools 

ドロップダウンリストからCatToolsに記憶させたいデバイスのEnableモードパスワードを指定し

ます。 
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次のモードを選択できます。 

 Save Enable Secret ⇒ Enable Secretモードのパスワードを記憶します。 

 Save Enable ⇒ Enableモードのパスワードを記憶します。 

 Save None ⇒ どのモードのパスワードも記憶しません。 

New VTY 

このチェックボックスをオンにすると、新しい VTY パスワードを入力する為のフィールドが入力

可能になります。 

Console password 

このチェックボックスをオンにすると、新しい Console パスワードを入力する為のフィールドが入

力可能になります。 

Save running config to startup config when complete 

このチェックボックスをオンにすると、デバイスで running コンフィグレーションを不揮発メモリに

コピーします。これにより変更後のコンフィグレーションが startup コンフィグレーションになりま

す。 

5.4.14 Report.ARP table 

選択したデバイスをソースデータする ARPテーブルを生成します。 

Cisco IOSデバイス上では、Show IP ARP コマンドを実行し、結果テーブルを作成します。 

デフォルトでは、データは以下のテキストファイルに保存されます。  

...¥Reports¥Master ARP table.txt 

このアクティビティは、MACアドレスと IPアドレスおよびデバイスのインターフェースを自動的にインデック

ス付けし、必要であれば DNS経由でホスト名を解決します。デフォルトでは、テーブルはアクティビティが

実行されるたびに更新されるようになっており、時が経つにつれネットワークに接続されているデバイス

の履歴データとして蓄積されていきます。レポートには First Seen 列と Last Seen 列が含まれており、こ

れらの列にはタイムスタンプが記録されています。 

Excel 等のスプレッドシート形式のプログラムにファイルをインポートすれば、MAC アドレスやホスト名を

指定して検索したり、特定のポートを使用しているデバイスをリストさせたりできます。 

Optionsタブでは、代替コマンドを指定したり、レポートに記載されているMACエントリの有効期限を設定

したり、IPアドレスの解決をするか否かを設定することができます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.ARP table を選択します。その他の項目は
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デフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Use alternate command 

このチェックボックスをオンにすると、入力フィールドが入力可能になり、CatToolsによって発行

されるデフォルトコマンドで正しい結果が得られない場合の代替コマンドを設定できます。ご使

用のデバイスの中に、CatTools のデフォルトのデバイスリストに記載されておらず、サポート対

象外のデバイスがある場合に有用です。デフォルトではこのチェックボックスはチェックされて

いません。 

Days until entries expire 

このチェックボックスをオンにすると、関連する数値フィールドが入力可能になります(デフォル

ト値は 30です)。エントリをテーブル内に表示する期間を日数で設定します。 

このアクティビティが実行されるたびに MAC アドレステーブルから期限を越えた古いエントリが

削除されます。指定できる日数は１～2000 日です。例えば 30 であれば直近の 30 日以内のエ

ントリを保持し、31日以前のエントリを削除します。 

Resolve IP addresses to host names 

このチェックボックスにチェックをつけると、レポートに使用するホスト名の解決が行われます。

このアクティビティが実行されるたびに、プログラムがテーブルをスキャンして Hostname フィー

ルドが空白になっているエントリを検索します。IP アドレスのリストが生成され、まとめてホスト

名との解決が実行されます。リゾルバは一度に 100件の DNSルックアップを試行します。ある

ホスト名に対して IPアドレスが返ってきたら、テーブルが更新されます。 

5.4.15 Report.CDP Neighbors table 

CDP neighbor コマンドを使って、指定したデバイスから見えるすべてのネットワークデバイスのレポー

トを生成します。 
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アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Typeフィールドで Report.CDP Neighbors tableを選択します。その他

の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Use alternate command 

このチェックボックスをオンにすると、入力フィールドが入力可能になり、CatTools が発行する

デフォルトコマンドで正しい結果が得られない場合の代替コマンドを設定できます。ご使用のデ

バイスの中に、CatTools のデフォルトのデバイスリストに記載されておらず、サポート対象外の

デバイスがある場合に有用です。デフォルトではこのチェックボックスはチェックされていませ

ん。 

Hide duplicate IP address entries 

このチェックボックスをオンにすると、重複する IPアドレスのエントリが隠されます。 

5.4.16 Report.Compare.Running Startup 

デバイスの running コンフィグレーションと startup コンフィグレーションを比較し、違いがある場合はその

差分をレポートします。 

処理手順 

選択したデバイスに接続し、running コンフィグレーションと startup コンフィグレーションを表示するコマン

ドを発行します。 

これらはアクティビティの実行過程で¥ClientTemp フォルダに保存されます。 

デバイスからコンフィグレーションを取得すると、２つのキャプチャが比較され、レポートが生成されます。

比較処理は、Report.Compare.Two files アクティビティとほぼ同じです。 
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レポートの生成 

見つかった差分のレポートは、以下の３つのレポートを任意に組み合わせて生成できます。 

 

 他のアクティビティのレポートと同じく、Activity タブの Report file フィールドで指定したファイル

に実行済みのジョブの履歴とその結果を記録したレポート 

 ２つのファイル間の差分を左右に並べて色分け表示した HTML形式のレポート 

 差分のみを上から順に表示したテキスト形式のレポート 

 

２つのファイルのパスにはファイル名変数を含めることができます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.Compare.Running Startup を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのエラーメールやレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Alternate Startup command 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。Startup Config

を取得するコマンドが一般的なものでない場合、代替コマンドを記述します。 

Alternate Running command 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。 

Running Config を取得するコマンドが一般的なものでない場合、代替コマンドを記述します。 

Ignore Text 

比較が実行されるたびに新しいファイルに含まれる、元のファイルと違いが生じやすい情報(タ

イムスタンプ等)を無視したい場合に、このフィールドに無視する行の情報を入力します。 
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HTML compare report 

HTML 形式の差分レポートを保存するフォルダとファイル名を指定します。この差分レポートフ

ァイルには runningコンフィグレーションと startupコンフィグレーションが左右に並べて記載され

ます。差分は異なる色でハイライトされています。 

Text summary diff report 

テキスト形式の差分レポートを保存するフォルダとファイル名を指定します。この差分レポート

ファイルには runningコンフィグレーションと startupコンフィグレーションの差分が一覧で記載さ

れます。このレポートの方がサイズも小さく、シンプルに変更部分を確認することができます。

HTML形式のレポートのように両方のコンフィグレーションが全て表示されず、差分行のみが表

示されます。 

Only notify by e-mail if differences found 

このチェックボックスをオンにすると、runningコンフィグレーションと startupコンフィグレーション

間に相違が見つかった場合にのみ、そのことをメールで通知できます。 

Attach reports to email 

上記のEメールは差分が検出されたことを通知するのみです。差分内容を確認したい場合は、

このチェックボックスをオンにして、添付するレポートの形式を選択します。 

次の形式を選択できます。 

 HTML compare report only ⇒ HTML形式のレポートファイルを添付。 

 Text diff report only ⇒ テキスト形式のレポートファイルを添付。 

 Both reports ⇒ HTML形式とテキスト形式の両方のレポートファイルを添付。 

Zip Attachments 

レポートを圧縮する場合は、ZIP 書庫形式のファイルの名前を入力します。この zip ファイル

はメールに添付されるだけで保存されるわけではないので、パスを入力する必要はありませ

ん。 

Password protect Zip file 

Zip Attachmentsチェックボックスがチェックされており、暗号化 ZIP書庫形式のファイルにした

い場合は、このチェックボックスをチェックし、パスワードを設定します。 

5.4.17 Report.Compare.Two files 

指定した２つのファイルの比較を実行し、見つけた差分をレポートします。 

レポートの生成 
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見つかった差分のレポートは、以下の３つのレポートを任意に組み合わせて生成できます。 

 

1. 他のアクティビティのレポートと同じく、Activity タブの Report file フィールドで指定したファイル

に実行済みのジョブの履歴とその結果を記録したレポート 

2. ２つのファイル間の差分を左右に並べて色分け表示した HTML形式のレポート 

3. 差分のみを上から順に表示したテキスト形式のレポート 

 

２つのファイルのパスにはファイル名に使用できるファイル名変数を含めることができます。 

 

注意 このアクティビティではデバイスを選択する必要はありません。 

このため、%GroupName%、%BaseFile%、%DeviceName%などのデバイスに関連する

ファイル名変数は使用できません。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.Compare.Two files を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

このタイプのアクティビティはデバイスに対して実行するものではありませんので、デバイスは設定

しません。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

File 1 

比較を行う１つ目のファイルを指定します。例えば、比較したいファイルを指定します。 

File 2 

比較を行う２つ目のファイルを指定です。例えば、比較元ファイルを指定します。 

Ignore Text 

比較が実行されるたびに新しいファイルに含まれる、元のファイルと違いが生じやすい情報(タ

イムスタンプ等)を無視したい場合に、このフィールドに入力します。 
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HTML compare report 

結果を HTML 形式で得たい場合にチェックボックスをオンにして、そのレポートファイルの保存

先を指定します。 

Text summary diff report 

結果をテキスト形式で得たい場合にチェックボックスをオンにして、そのレポートファイルの保

存先を指定します。 

Only notify by e-mail if differences found 

このチェックボックスをオンにすると、２つのファイル間に違いが見つかった場合に E メールで

通知します。 

Attach reports to email 

上記のEメールは差分が検出されたことを通知するのみです。差分内容を確認したい場合は、

このチェックボックスをオンにして、添付するレポートの形式を選択します。 

Zip Attachments 

レポートを圧縮する場合は zipファイルの名前を入力します。zipファイルはEメールに添付する

のみで保存するわけではないので、パスを入力する必要はありません。 

Password protect Zip file 

上記 Zip Attachments オプションが指定されており、zip ファイルを暗号化したい場合、ここでパ

スワードを設定します。 

5.4.18 Report.Error info table 

選択したデバイスが備える全てのインターフェースのエラーカウンタ情報を収集し、レポートします。 

デフォルトでは、レポートは以下のテキストファイルに保存されます。 

...¥Reports¥Master Error info table.txt 
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アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.Error info table を選択します。その他の項

目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 
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Options タブ 

Specify Report Headers [Titles/Enabled/Order] 

レポートのヘッダーの順番、表示する列、表示列のヘッダー名を指定します。この設定では、レ

ポートされる可能性のある情報が表示されています。（デバイスや OS によって差異がありま

す）任意に各列のチェックボックスをオン/オフして、レポートする項目としない項目を指定でき

ます。項目をドラッグして任意の位置に移動させたり、幅を変更させたりするなどのレイアウト

調整もここで行います。項目の移動は、チェックボックスのある項目名部分をマウスの左クリッ

クで掴み、移動します。項目の表示内容を変更する場合は、チェックボックスのあるボタン部分

の下にある表示内容をダブルクリックするとカーソルが出現して変更する事が出来ます。 

この表示内容に使用できる文字は半角英数文字（ASCII）のみで、日本語を入力することは出

来ません。 

Calculate column totals 

このチェックボックスをオンにすると、列の総数が計算されます。エラー列ごとに概要を記した

行が追加されます。アクティビティを実行するデバイスごとの総数が示されます。 

Clear the interface counters 

このチェックボックスをオンにすると、現在の全データの収集が終わったらデバイスのエラーカ

ウンタをクリアします。 

Collect VLAN information 

このチェックボックスをオンにすると、VLANからのエラーカウンタを収集します。（この最後のオ

プションをサポートしているのは Cisco IOSデバイスのみです。） 

5.4.19 Report.MAC address table 

スイッチおよびブリッジとして機能しているルータから MAC アドレスエントリ（CAM テーブルエントリ）を収

集し、そのデータを蓄積する為のテーブルが生成されます。 

デフォルトでは、レポートは以下のテキストファイルに保存されます。 

...¥Reports¥Master MAC address table.txt 

 

Options タブでは代替コマンドを指定したり、レポートに表示する MAC エントリの期限を設定したりするこ

とができます。 

このアクティビティはデフォルトでデバイスタイプに応じて１つ以上のコマンドを発行する場合があります。

このような動作が実行されたからといって、発行されたコマンドが選択した全てのデバイスにおいて必ず

しもすべて有効であるとは限りません。CatTools では成功したコマンドから情報を収集し、有効な結果が

得られないコマンドの後は処理を続けるだけなので、このことが問題やエラーを引き起こすことはありま

せん。代替コマンドを指定するとデフォルトのコマンドがすべて上書きされます。 
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アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、TypeフィールドでReport.MAC address tableを選択します。その他の

項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Use alternate command 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。CatTools が発

行するデフォルトコマンドで正しい結果が得られない場合、代替コマンドを記述します。ターゲッ

トのデバイスがサポートするデバイスリストに記載されていない場合に有用です。デフォルトで

はこのチェックボックスはオフになっています。 

Days until entries expire 

このチェックボックスをオンにすると、関連する数値フィールドが入力可能になります(デフォル

ト値は 30です)。エントリをテーブル内に表示する期間を日数で設定します。このアクティビティ

が実行されるたびに MAC アドレステーブルから期限を越えた古いエントリが削除されます。こ

れによりテーブルのサイズを適度な大きさに抑えることができます。 

5.4.20 Report.Port info table 

インターフェースのコンフィグレーションや選択したデバイスのステータスのスナップショットを作成し、そ

のデータをタブ区切りのレポートファイル内に蓄積します。 

デフォルトでは、レポートは以下のテキストファイルに保存されます。 

...¥Reports¥Master Port info table.txt 

収集される情報は、名前、VLAN、ポート種別(Ethernet、Fast Ethernet、Full Duplex等)、ステ

ータス、速度です。 
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Options タブでは、デフォルトのコマンドが正しい出力結果を出さない場合に、代替コマンドを入力できる

オプション項目があります。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.Port info table を選択します。その他の項

目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Use alternate command 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。CatTools が発

行するデフォルトコマンドで正しい結果が得られない場合、代替コマンドを記述します。ターゲッ

トのデバイスがサポートするデバイスリストに記載されていない場合に有用です。デフォルトで

はこのチェックボックスはオフになっています。 

5.4.21 Report.SNMP.System summary 

対象デバイスが SNMP エージェント機能を持つ場合、このアクティビティによってデバイスにポーリングを

行い、標準的な SNMPデータから、デバイスの概要レポートを生成します。 

レポートに表示するすべての項目は選択可能で、項目名を変更することもできます。 

表示可能な列は最大５つで独自の OIDを入力して項目のデータを作成できますが、 

『 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system 』以外の OIDに関しては、値が存在しても取

得・表示できない場合があります。 

また、取得した OIDに格納されている値を計算・処理して表示することは出来ません。 
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アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.SNMP.System summary を選択します。そ

の他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Specify Report Headers [Titles/Enabled/Order] 

レポートのヘッダーの順番、表示する列、表示列のヘッダー名を指定します。この設定では、レ

ポートされる可能性のある情報が表示されています。（デバイスや OS によって差異がありま

す）任意に各列のチェックボックスをオン/オフして、レポートする項目としない項目を指定でき

ます。項目をドラッグして任意の位置に移動させたり、幅を変更させたりするなどのレイアウト

調整もここで行います。項目の移動は、チェックボックスのある項目名部分をマウスの左クリッ

クで掴み、移動します。項目の表示内容を変更する場合は、チェックボックスのあるボタン部分

の下にある表示内容をダブルクリックするとカーソルが出現して変更する事が出来ます。この

表示内容に使用できる文字は半角英数文字（ASCII）のみで、日本語を入力することは出来ま

せん。 

Show Uptime in Ticks 

このチェックボックスをオンにすると、デバイスのアップタイムを日、時、分ではなく稼動時間で

表示します。稼動時間はSNMPエージェントが起動した時点からの時間を1/100秒単位で表示

します。 

Collect Custom SNMP Date 

5 個のチェックボックスと入力ボックスがあります。チェックボックスをオンにしてデータを収集す

る為の OID を入力します。該当するレポートヘッダーにチェックを入れれば、レポート内にチェ

ックした項目が表示されます。 
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サポート対象デバイス 

Report.SNMP.System summaryアクティビティは SNMP MIB2のシステム情報を出力できる（SNMP

エージェント機能を具備する）デバイスである事が必要です。 

CatTools は IP アドレスとデバイスの SNMP エージェントをポーリングする為の SNMP Read コミュニティ

ストリングのみを使用してシステム情報を取得します。このアクティビティについては、デバイス固有のロ

ジックや機能、コマンド等を使用しない為、汎用的に使用する事ができますが、サポートする OID は

『 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system 』に限定されます。 

5.4.22 Report.Version table 

選択したデバイスのソフトウエアおよびハードウェアのバージョン情報をタブ区切りで記述したレポートを

作成します。 

デフォルトでは、レポートは以下のテキストファイルに保存されます。 

...¥Reports¥Master Version table.txt 

レポートには以下の情報が記載されます。 

 

Group  ⇒ CatTools 上でデバイスに設定されたグループ名 

Device Name ⇒ CatTools 上でデバイスに設定されたデバイス名 

IP Address ⇒ デバイスの IPアドレス 

Serial Number ⇒ MACアドレス 

Processor ⇒ CPUのシリーズ名 

IOS  ⇒ OSのバージョン、若しくはカーネルのバージョン 

ROM  ⇒ ROMのリビジョン 

Boot  ⇒ 起動時のファームウエアのリビジョン 

Uptime  ⇒ システム/SNMPエージェントが起動してからの経過時間 

Flash  ⇒ Flash メモリの容量（その他のデータの場合もあります） 

NVRAM  ⇒ 不揮発性メモリの容量 

Memory ⇒ 主記憶の容量 

Image  ⇒ ファームウエアのファイル名 

 

Report タブでレポートを表示したとき、列名をクリックするとソートできます。再度クリックすると元の順番

に戻ります。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.Version table を選択します。 
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Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

デバイス名の隣にあるチェックボックスをオンにして、このアクティビティを適用したいデバイスを選

択します。すべてのデバイスがこのアクティビティをサポートしているわけではないので注意してくだ

さい。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Inculde version table data for stack members [where possible] 

このチェックボックスをオンにすると、可能であればスタックメンバの情報含めます。（この機能

はスタックマスタ―スタックメンバ構成を持つ場合のみ情報を取得します） 

5.4.23 Report.X-Ref.Port MAC ARP 

ネットワークポートに対して MACアドレスと IPアドレスの相互参照レポートを生成します。 

IPアドレスが ARPレポートで既にホスト名に解決している場合は、ホスト名もレポートに記載されます。 

このレポートは情報のベースとしてReport.Port info table、Report.MAC address tableおよびReport.ARP 

table アクティビティによって生成されたレポートを利用しています。Port レポートからすべてのポート情

報を収集し、ポートに対応する MACアドレスと ARP情報のマッチングを行います。 

したがって、このアクティビティを実行する前に、この３つのレポートアクティビティを実行しなければなり

ません。 

 

このレポートは、Port レポートで選択済みのデバイスを起点として使用する為、デバイスを選択する必

要はありません。 

Optionsタブではソースレポートを選択したり、表示するMACアドレス数や無視するインターフェースを指

定したりできます。 

アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで Report.X-Ref.Port MAC ARP を選択します。その

他の項目はデフォルトのままにしておきます。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 
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Devices タブ 

既存のレポートをデータとして使用する為、デバイスを選択する必要はありません。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。 

Options タブ 

Current Port info table 

相互参照に使用する Port info table レポートのパスを指定します。 

Current MAC address table 

相互参照に使用する MAC address table レポートのパスを指定します。 

Current ARP table 

相互参照に使用する ARP tableレポートのパスを指定します。 

Max MAC entries per port 

レポートに表示する、１つのポートに対応する MAC エントリの最大数を指定します。トランクポ

ートや同様のポートがある場合に指定しておくと便利です。５つ以上の MAC エントリがある場

合にここで 5 と入力すると、新しい順に 5番目までの MACエントリが表示されます。 

Interfaces to exclude 

例えば、デバイスをリンクするトランクポートや大量のMACエントリがあるポートなどを指定しま

す。インターフェースを除外するには、ポート名を正確に入力するか、類似名のポートをすべて

除外する為の正規表現式を入力します。例えば、Giga|Serial と入力すると、Giga または

Serial という語を含む名前のポートすべてが除外されます。 

5.4.24 System.File.Delete 

ファイルの削除を自動化できます。 

このアクティビティは、日付つきのコンフィグレーションファイルを管理する為に設計されました。日付つき

のコンフィグレーションファイルがどこに保存されていてもファイルを削除できます。 

他の大部分のアクティビティとは異なり、このアクティビティはネットワークデバイスに対して処理を行いま

せん。このアクティビティは、指定したフォルダやサブフォルダで以下の処理を行います。 

 

1. 指定したデバイス固有ファイル以外の全てのファイルを削除します。 

2. 指定した日数を超過した古いファイルを削除します。 

 

上記２つの処理を組み合わせることも可能です。 
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アクティビティの設定 

Activity タブ 

新しいアクティビティを作成し、Type フィールドで System.File.Delete を選択します。 

Time タブ 

アクティビティの実行をスケジュール化したい場合はここで設定します。 

Devices タブ 

Options タブで Number of device specific dated files to retain チェックボックスにチェックを入れた場

合、対象デバイスをここで指定します。 

E-mail タブ 

このアクティビティのレポートに関する設定を行います。  

Options タブ 

Select Folder 

このアクティビティを実行したいフォルダを選択します。 

Include sub folders 

このチェックボックスをオンにすると、選択したフォルダ内の全てのサブフォルダに対してアクテ

ィビティが実行されます。 

Number of device specific dated files to retain 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。常に保持する

ファイルの世代数を設定します。例えば、日付つきコンフィグレーションをクリアしたいが、常に

最新 X 個の日付つきコンフィグレーションを保持したい場合に、このチェックボックスにチェック

をつけて指定したデバイスタイプごとに保持したいファイル数であるXを入力します。デフォルト

設定では１（直近１日分）が設定されています。この機能は、同一デバイスに関連するファイル

を識別する為に、デバイスの Filename（Device Information 画面の Device info タブに表示さ

れるFile Nameフィールドの値）とフォルダ内のファイル名を比較します。これにより、デバイスタ

イプにつき X個のファイルを保持します。 

Delete files older than how many days 

このチェックボックスをオンにすると、テキストフィールドが入力可能になります。このチェックボ

ックスにチェックをつけると、指定した日数を超過した古いファイルを削除します。デフォルト設

定では 30（31日経過すると削除対象）が設定されています。このオプションは、上記の Number 

of device specific dated files to retainオプションより優先度が低いため、両方のオプションを同

時に使用した場合、指定した日数を超過した古いファイルであってもNumber of device specific 

dated files to retain オプションで指定した個数の条件を満たすのに必要であればファイルが保
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持されます。 

Number of device specific dated files to retainオプションが機能しない場合 

Number of device specific dated files to retain オプションを設定している時に、このアクティビ

ティがすべてのファイルを消してしまう場合は、おそらく使用した命名規則が原因です。

CatToolsのデフォルトの命名規則の例は以下の通りです（Backup アクティビティ用） 

 

Config.Current.Running.Cisco_Router_2.txt 

 

しかしもし、デバイス名の終わりにピリオド（.）をつけない命名規則を使用している場合（例： 

Cisco_Router_2.）、CatTools はこのデバイスに関係のあるファイルを正しくグループ化できない

可能性があります。 

 

例えば、以下のような命名規則を使用している場合です。 

Cisco_Router_2-backup.txt 

 

CatTools は Cisco_Router_2 ファイルを正しくグループ化できず、すべてのファイルを削除してし

まいます。 

 

この問題を解決策は、命名規則の ‘-‘ を ‘.’ に変更することです。 

例 ）  

Cisco_Router_2-backup.txtを Cisco_Router_2.backup.txt にする。 

5.5 内部関数 

この項では、アクティビティをカスタマイズする為に使用できる CatTools の内部関数とメソッドについて説

明します。 

5.5.1 Ignore Text 

Report.Compare.Two files または Report.Compare.Running Startup アクティビティのどちらかを実行して

ファイルを比較するとき、Options タブで Ignore Text フィールドに無視するテキストを指定することができ

ます。Ignore Text の指定に合致する行は無視する行として分類されます。無視する行は差分レポートで

はハイライト表示されますが、変更や差分としてのフラグは付けられません。したがって警告の E メール

も送信されません。 

 

Ignore Text の構文は次の２つの部分で構成されます。 

1. １つ目の部分は、Ignore Text をどのように処理するのかを定義します。 
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 ^ は指定したテキストが含まれる行を無視することを指示します。 

 < は指定したテキストで始まる行を無視することを指示します。 

 > は指定したテキストで終わる行を無視することを指示します。 

２つ目の部分は、行の比較が行われる際に検索するテキストを記述します。 

 

以下は、この機能の使用例です。 

^Time Time というテキストを含む行をすべて無視します。 

<Time Time というテキストで始まる行をすべて無視します。 

>Time Time というテキストで終わる行をすべて無視します。 

 

例 ） 

^! Last configuration change at Last configuration change at という 

テキストを含む行のみ無視します。 

<Current configuration Current configuration というテキストで 

始まる行のみ無視します。 

^! Last configuration change 

at|<Current configuration 

Last configuration change at という 

テキストを含む行と 

Current configuration というテキストで始まる

行を無視します。 

無視する行を複数指定する場合は、|（パイプ）記号を使用して指示を連結します。 

 

例 ） 

^some text|^some other text|<some more text 

複数行にわたる変化の無視 

1ブロックの変化（変化の一固まり）を無視したい場合は、以下の構文を使用します。 

{テキスト照合の開始ブロック}-{テキスト照合の終了ブロック} 

以下の例では、running コンフィグレーションは startup コンフィグレーションに表示されないコードブロック

を含みます。 

Cisco Running コンフィグレーション 

! 

crypto ca certificate chain TP-self-signed-12345678 
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certificate self-signed 01 

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 

4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 37363538 

528BD5A8 E7E26C51 10BAB609 5B60228F C8DE0299 7BE85C2D 9769FF05 C295706F 

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 

4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 37363538 

528BD5A8 E7E26C51 10BAB609 5B60228F C8DE0299 7BE85C2D 9769FF05 C295706F 

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 

4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 37363538 

528BD5A8 E7E26C51 10BAB609 5B60228F C8DE0299 7BE85C2D 9769FF05 C295706F 

quit 

Username joe password bloggs 

! 

Ciscostartup コンフィグレーション 

! 

crypto ca certificate chain TP-self-signed-12345678 

certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#4567.cer 

Username joe password bloggs 

! 

 

この変化ブロックのすべてを無視するには、以下の Ignore Text を使用します。 

{certificate self-signed 01$}-{quit}|^certificate self-signed 

この設定は、上部の certificate self-signed 01 に合致し、ブロック下部の quit に合致する

までの全てのテキストを無視します。 

{}-{}間に記述するテキストには正規表現を使用します。この例に使用されている$は、行の最後に一

致することを意味します。 

 

注意 Ignore Text フィールドでは、複数入力間の区切りとして｜（パイプ）を使用します。このため

正規表現内には｜（パイプ）を使用できません。 

 

例 ） 

^some text|{crypto block start}-{crypto block end}|<some more text 

5.5.2 ファイル名に使用できるファイル名変数 

CatTools のいたるところにあるファイル名フィールドで使用可能な変数が数多くあります。これらを利用
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することでバックアップやレポートファイルに固有の名前を付けることができます。 

これらの変数はアクティビティが開始すると実際の値に置換されます。 

例 ） 

C:¥CatTools V3¥Captured Data¥%GroupName% 

¥%DeviceName%.DeviceOutput.%DateISO%.txt 

 

ファイル名変数はメタデータ変数とは異なります。混同しないよう注意してください。 

 

以下はファイル名変数の一覧です。 

変数 値 

%GroupName% フォルダ名として使用されるデバイスグループ名 

%BaseFile% デバイス固有のファイル名 

%DateISO% ISO形式の日付 

%DateYYYY% yyyy形式の日付(年のみ) 

%DateMM% mm形式の日付(月のみ) 

%DateDD% dd形式の日付(日のみ) 

%DateWW% 週の何番目の日(1～7の値) 

%DateWDN% 曜日 ( 例：Monday ) 

%TimeHHMM% hhmm形式の時間 （ 例：13:01の場合は、1301 と表示 ） 

%TimeHH% hh形式の時間 （ 例：13:01の場合は、13 と表示 ） 

%TimeMM% mm形式の時間 （ 例：13:01の場合は、01 と表示 ） 

%DeviceName% ファイルシステムに適したデバイス名 

%AppPath% 末尾に¥（バックスラッシュ）を含む CatTools実行ファイルのパス 

 

%GroupName%および%DeviceName%はデバイス固有の変数であることに注意してください。 

アクティビティは複数のデバイスに関連付けられるので、これらのデバイス固有の情報を含む変数は、

一部レポートファイルに対して使用できません。 

5.5.3 メタデータ 

メタデータとは、ユーザーが内部のCatTools変数や関数にアクティビティ内からアクセスする方法を説明

する為の用語です。 

メタデータはファイル名変数とは異なります。混同しないよう注意してください。 

メタデータコマンド/変数は、アクティビティのためにユーザーが定義した一連のコマンド内に記述されま

す。１つのアクティビティに対してメタデータがコマンドのみの場合もありますが、通常は実際のデバイス

コマンド内に多数組み込まれています。 
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コマンドはアクティビティリスト内のデバイスごとに CatTools によって評価され、次のいずれかの処理を

実行します。 

 

1. 時間どおりに CatTools の内部アクションを実行します（メタコマンド）。 

2. 変数を実際のデータ値に置換します（メタ変数）。 

 

メタデータを使用できるアクティビティは以下の通りです。 

Device.CLI.Send commands 

Device.CLI.Modify Config 

Device.Update.Banner 

5.5.3.1 メタコマンド 

メタコマンドは CatTools メタデータのサブセットです。 

これを使用することによって、アクティビティのある時点で CatTools の内部機能を実行させることができ

ます。 

 

以下は現在利用可能なメタコマンドの一覧です。 

 

メタコマンド 説明 

%ctDB 
各デバイスのプロパティ情報が記載されている CatTools 付属のデバイ

ステーブルを更新します。 

%ctUM: EchoOff 
コマンドのエコーバックを待たずにコマンドを送信するフラグを設定しま

す。 

%ctUM: EchoOn コマンドを送信しエコーバックを待つフラグを設定します。 

%ctUM: Timeout コマンドに対する応答を待つ最大時間を設定します。 

%ctUM: PauseTime コマンドを送信するまでの待機期間を設定します。 

5.5.3.1.1 %ctDB コマンド 

%ctDBメタコマンドを使用すると、アクティビティの一部としてCatToolsデータベースのテーブル内のある

フィールドを直接更新できます。 

構文 

%ctDB:tablename:fieldname:new field value 

 

tablenameには更新したいフィールドが含まれているデータベースのテーブル名を入力します。 
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fieldnameには更新したいフィールドの名前を入力します。 

new field value にはデータベースフィールドに表示したい内容を入力します。この値にはコロン

「 : 」を挿入することができます。コマンド解析は区切り文字として最初の３つのコロンのみ検索します。 

 

例 ） 

リモートの認証サーバ上でデバイスのパスワードを変更したい場合、パスワードの変更自体はサーバ側

で可能ですが、CatTools はパスワードが変更されたことはわかりません。メタコマンドを定義した

Device.CLI.Send commands アクティビティを設定すれば、選択したデバイスの CatToolsデータベースパ

スワードを変更できます。 

 

このコマンドは次のように定義します。 

 %ctDB:Device:AAAPassword:thenewpassword 

 

この場合、Device.CLI.Send commands アクティビティのコマンドとしてメタコマンドを１つだけ入力する必

要があります。アクティビティが実行されると、選択したすべてのデバイスの Device テーブルの

AAAPassword フィールドに thenewpasswordが設定されます。CatTools はデバイスの１つにログイ

ンが必要なときは常に、この新しいパスワードを使用するようになります。 

 

デバイスのローカルユーザー名およびパスワードのプロパティを設定している場合にもこの種のコマンド

を使用する場合があります。デバイスのプロパティを設定するデバイスコマンドを実行してから CatTools

のデータベースフィールドを更新するにはメタコマンドを使用します。このような状況で、デバイスコマンド

が成功しなかった場合に CatToolsがフィールドを更新しないようにする為には、Stop on error オプション

をオンにしてください。 

 

例 ） 

Device.CLI.Modify Config アクティビティでローカルユーザー名とパスワードを設定するには次のようなコ

マンドを入力します。 

 

username joe password fred ... 

 

これらの変更を CatToolsデータベースに反映するには次のコマンドを使用します。 

 

%ctDB:Device:AAAUsername:joe 

%ctDB:Device:AAAPassword:fred 

 

次回デバイスにログインするとこれらの値が CatToolsによって使用されます。 
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以下は、%ctDB メタコマンドを使って更新できるデバイステーブルのフィールドの一覧です。 

 

フィールド名 最大文字数 

HostAddress 255 

Filename 255 

Model 255 

Telnet 255 

TelnetPort 255 

Session 255 

VTYPass 255 

ConsolePass 255 

EnablePass 255 

PrivilegeLevel 255 

AAAUsername 255 

AAAPassword 255 

SNMPRead 255 

SNMPWrite 255 

RequireVTYLogin 255 

LoginUsesAAA 255 

EnableUsesAAA 255 

VTYPrompt 255 

ConsolePrompt 255 

EnablePrompt 255 

AAAUserPrompt 255 

AAAPassPrompt 255 

Address1 255 

Address2 255 

Address3 255 

ContactName 255 

ContactPhone 255 

ContactEmail 255 

ContactOther 255 

AlertEmail 255 

 

上記のフィールドはすべて文字形式フィールドですが、RequireVTYLogin、LoginUsesAAA、

EnableUsesAAAなど一部のフィールドにはオン/オフを示す数値(0=オフ、1=オン)が含まれています。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

165 

ジュピターテクノロジー株式会社 

5.5.3.1.2 %ctUM 

%ctUM メタコマンドを使用すると、Device.CLI.Send commands および Device.CLI.Modify Config アクティ

ビティで使用する様々なオプションを設定できます。 

コマンド 

%ctUM: EchoOff 

通常、コマンドが送出されると CatTools はそのコマンドのエコーを待ってから次の処理を開始

します。しかし、エコーを返さないコマンドもあり、そのようなコマンドが送信された場合はこの

時点でアクティビティは失敗に終わります(パスワードを変更するようなアクティビティの場合、

特にこの問題が顕著です)。 

%ctUM: EchoOff コマンドは CatTools に対象となるアクティビティの実行中にエコーを待た

ずに次のコマンドを送信させます。 

%ctUM: EchoOn 

コマンドのエコーを切り替える必要がある場合ありますが、できるだけ速やかにエコーバックを

待つ設定に切り替えるほうが良いでしょう。CatToolsでは、コマンドのエコーを待つことによって

デバイスからの送信データと受信データの同期を正確に取り、エラー発生の可能性を最小限

に抑えることができるようになっています。 

%ctUM: EchoOn コマンドは CatTools に対象となるアクティビティの実行中にエコーを待って

から次のコマンドを送信させます。 

%ctUM:Timeout xx 

CatTools がコマンドに対する応答の待ち時間はデフォルトで 30 秒に設定されています。デバ

イスによっては一部のコマンドに対する応答に 30秒以上かかる場合があります。 

%ctUM: Timeout XX コマンドを使用すると、対象となるアクティビティで使用するすべてのコ

マンドに対する応答の待ち時間を設定できます。 

 

例 ） 

show version コマンドのタイムアウトを 50秒に設定したい場合は、次のように記述します。 

%ctUM: Timeout 50 

show version 

%ctUM: Timeout 0 

注意 このコマンドに 0を指定すると(%ctUM: Timeout 0)、タイムアウトがデフォルト値の 30

秒に戻ります。 

%ctUM:PauseTime xx 

これは、CatTools が指定した時間(秒)一時停止してから次のコマンドを発行させるコマンドです。
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指定可能な最大値は 3600です。 

 

例 ） 

次のようにコマンドを指定すると、pingを発行し、50秒間待ってから再度 pingを発行します。 

 

ping 127.0.0.1 

%ctUM: PauseTime 50 

ping 127.0.0.1 

5.5.3.2 メタ変数 

アクティビティの中には、選択したデバイスに対して発行するコマンドリストを指定できるものがあります。 

Device.CLI.Send commands、Device.CLI.Modify ConfigおよびDevice.Update.Bannerの３つはこのアクテ

ィビティの例です。送信するコマンド内に、アクティビティの実行時に置換される複数の CatTools メタデー

タ変数を含めることができます。 

 

例 ） 

Device.Update.Bannerアクティビティで次のテキストを設定し、すべてのデバイスにこれを適用することが

できます。 

 

Hello, I am %ctDeviceName. Contact %ctContactName on %ctContactPhone  

to gain access to me. 

 

下記は使用可能な変数の一覧です。 

変数 値 

%ctDeviceName デバイスの Name フィールド 

%ctGroupName デバイスの Group フィールド 

%ctHostName デバイスの Host Address フィールド 

%ctModel デバイスの Model フィールド 

%ctAddress1 デバイスの Address1 フィールド 

%ctAddress2 デバイスの Address2 フィールド 

%ctAddress3 デバイスの Address3 フィールド 

%ctContactName デバイスの Contact Name フィールド 

%ctContactPhone デバイスの Contact Phone フィールド 

%ctContactEmail デバイスの Contact Email フィールド 

%ctTimeHHMM 現在の時刻(HHMM形式) 

%ctDateISO 現在の日付(YYYYMMDD形式) 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

167 

ジュピターテクノロジー株式会社 

%ctBaseFile デバイスのベースファイル名（File Name フィールド） 

%ctAppPath 末尾に¥（バックスラッシュ）を含む CatTools実行ファイルのパス 

%ctCR キャリッジリターン 

%ctLF ラインフィード、改行 

%ctTAB タブ 

%ctCTRL-Z 
Ctrl キーを押しながら Z 

通常はコンフィグレーションモードを終了するときに使用します。 

 

注意 変数名は大文字小文字が区別され、表示の通りに入力する必要があります。 

5.6 デバッグログ 

File ⇒ Enable capture modeを有効にすると、CatToolsとデバイス間の対話が¥Debugフォルダ内

のファイルに記録されます（このファイルは CatToolsが自動作成します）。 

 

この機能は、スクリプトがコマンド入力後にデバイスと正常に通信できていないように見える場合に

非常に役立ちます。スクリプトは、コマンドをデバイスに発行すると既知のプロンプトが表示されるま

で待ちますが、期待したプロンプトが表示されない場合は最終的にタイムアウトになる仕組みです。

Enable capture mode を有効にした時に作成されるデバッグログファイルには、デバイスが実際には

何を CatTools に送信したのかが記録されている為、その内容を元にスクリプトを修正することがで

きます。 

5.7 デバイスでサポート対象外のアクティビティ 

CatTools で現在使用可能なデバイスタイプおよび各デバイスタイプで対応しているアクティビティの最新

リストについては、本資料巻末のデバイスのサポート状況をご参照ください。 

ご使用中のデバイスが一覧に記載されているが、必要なアクティビティが現在そのデバイスタイプでサポ

ートされていない場合は、弊社までご連絡ください。 

その際、できるだけ詳しい情報および可能であれば関連コマンドのキャプチャをご用意下さい。 
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6 その他の機能タブ 

CatToolsのインターフェースには様々な機能タブが備わっています。 

それぞれの機能タブはペインごとに自由にまとめたり、非表示にしたりする事が出来ます。 

ここでは Devices タブ・Activities タブ以外の、以下の機能タブについて説明します。 

 

 Activity Log タブ 

 Compare タブ 

 Info Log タブ 

 Report タブ 

 TFTP タブ 

 Display タブ 

 Mail タブ 

6.1 Activity Log タブ 

CatTools を最後に起動したとき以降に実行された全アクティビティのログが表示されます。 

これらのログは CatTools フォルダ下の ActivityLog.txt ファイルにも保存されています。 

 

6.1.1 Clear 

表示されている全てのアクティビティ情報をクリアします。 

これを実行しても ActivityLog.txt ファイルは削除されません。表示がクリアされるだけです。 

6.1.2 View report 

Activity Log ペインでハイライト表示されているアクティビティと関連付けられているレポートを表示します。

このボタンをクリックすると自動的に Report ペインに移動しレポートを表示します。 
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6.1.3 Refresh 

データベースに記録されている全ての Activity Log の状況を更新して表示します。 

タブ上の表示を Clear してもデータベースにデータが残っている場合、Activity Log を再表示できる場合

があります。 

6.2 Compare タブ 

このペインでは選択した２つのファイルの比較レポートを作成できます。 

レポートの形式は、変更が検出された際に Device.Backup.Running Config アクティビティによって作成さ

れるものと同じです。 

 

6.2.1 Select 

Select the files to compareダイアログが表示されます。このダイアログで比較する２つのファイル（file1、

file2）を選択し、Compare をクリックして比較を実行します。 
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6.2.2 Save 

表示されている比較データをファイルに保存することができます。 

6.2.3 Clear 

表示されている比較データがすべてクリアされます。 

6.3 Info Log タブ 

このペインには CatTools の実行中に表示された全てのメッセージが発生順に表示されます。 

レベルを指定して表示されるメッセージをフィルタすることができます。 

ここに表示されるメッセージは CatTools フォルダにある InfoLog.txt ファイルにも記録されます。 

 

6.3.1 Clear 

Info Log 画面の表示がクリアされます。 

6.3.2 ビューフィルタドロップダウンリスト 

Info Log ペインに表示するメッセージのレベルを変更できます。 

このドロップダウンリストには次の４つのオプションがあります。 

 

1) Show Error events only - エラーのみ表示 

2) Show Warning events and above – 警告レベル以上を表示 

3) Show Info events and above - 情報レベル以上を表示 

4) Show Debug events and above - デバッグレベル以上を表示 

 

デフォルト設定は 3) Show Info events and above です。 
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6.4 Report タブ 

このペインには CatTools で作成されたテキストレポートを表示できます。 

タブ区切りのテキストファイルも表示できます。 

必要であれば、表示したファイル内のフィールド値を変更し保存することもできます。 

 

6.4.1 Open 

レポートファイルを開きます。 

Windows Explorer ウィンドウが表示されます。ファイルを選択し、開くボタンをクリックします。 

内蔵のレポートビューワーがタブ区切りのファイルを開きグリッド表示します。表示されたレポートはソー

ト、編集、保存が可能です。 

6.4.2 Save 

現在表示されているレポートをファイルに保存します。 

6.4.3 Clear 

表示をクリアします。 

6.4.4 Delete 

現在表示されているレポートファイルを削除します。 

確認ダイアログではいをクリックすると、ファイルが削除されます。 
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6.4.5 Refresh 

現在表示されているレポートファイルの表示をリフレッシュします。 

この機能を使うと、ビューが開いている間にレポートファイルが更新されたときに、すぐに変更を確認でき

ます。 

6.5 TFTP タブ 

このペインには CatToolsの TFTPサーバから送信されたメッセージが表示されます。 

TFTPサーバの停止および開始も行えます。 

 

6.5.1 Start 

まだ開始していない場合は、TFTPサーバが開始します。 

6.5.2 Stop 

実行中の TFTPサーバが停止します。 

6.5.3 Clear 

TFTPサーバから送信されたメッセージをクリアします。 
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6.6 Displayタブ 

このペインには、CatToolsに関連付けられている様々なタスクおよびクライアントごとに現在のメッセージ

が表示されます。 

 

Thread 列 

発信元のタスクが Main タスクか Client タスクかの識別情報が表示されます。 

Device列 

タスクに現在リンクされているデバイスが表示されます。 

Status 列 

タスクから発信された最新のメッセージが表示されます。 

6.6.1 Clear 

Displayペインに表示されている全メッセージがクリアされます。 
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6.7 Mail タブ 

このペインには現在メールキュー内にあって送信待ち状態のメッセージが表示されます。 

 

ウィンドウ上部のタイトルバーには、現在キューにあるメッセージの総数およびメーラーの現在のステー

タスが表示されます。 

メーラーはウィンドウ下部のボタンや右クリックメニューから停止させたり開始させたりすることができま

す。送信前に E メールメッセージを変更する必要があるときやキューからメッセージを削除したいときはメ

ーラーを停止させてください。 

必要であれば、この一覧に表示されているメッセージに対し、To、From、Subject などのフィールドを個別

にインラインで編集することができます。 

送信に失敗したメッセージ上で右クリックメニューから Reset Retry flag をクリックすると、retryステータス

をリセットできます。 

右クリックメニューには、各列の表示/非表示を切り替えることによって好みの表示にカスタマイズする為

のオプションもあります。 

メッセージを削除するには、削除する行を選択して右クリックメニューからDelete messageを選択します。 

State 列にエラーのため送信不能を示す内容が記されている場合、そのメッセージを選択して右クリック

メニューから Reset Retry flag を選択しステータスをリセットすることができます。こうすればメーラーはそ

のメッセージを再び送信できるようになります。 
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7 ファイルメニュー 

CatToolsのインターフェースのファイルメニューについて説明します。 

7.1 ファイルメニュー - File 

File メニューで使用できるメニューアイテムは次の通りです。 

 Database 

 Delete 

 Enable capture mode 

 Debug 

 Exit 

7.1.1 Database 

CatToolsデータベース上で多数のオペレーションを実行できます。 

 

 

7.1.1.1 Export 

アクティビティおよびデバイス詳細情報をフラットファイルにエクスポートできます。 

 

注意 この機能はWindows Vista以降のWindows日本語版 環境下で使用すると CatToolsが異常終

了します。（以下のエラーウィンドウが表示されます） 
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この問題の回避策は、コントロールパネル｜地域と言語のオプションの管理タブで Unicode 対

応ではないプログラムの言語を英語（米国）とすることです。 

7.1.1.1.1 Export devices to tab delimited file 

このオプションをクリックすると、デバイス情報がタブ区切りのファイルでエクスポートされます。通常のフ

ァイル選択画面が表示されますので、作成するファイルの保存フォルダを選択し、ファイル名を入力して

ください。 

 

注意 登録したデバイスの保存は、必ずこの機能を使用してください。 

データベースのバックアップでは登録したデバイスを保存しません。 

7.1.1.1.2 Export activities to tab delimited file 

このオプションをクリックするとアクティビティデータがタブ区切りのファイルにエクスポートされます。通常

のファイル選択画面が表示されますので、作成するファイルの保存フォルダを選択し、ファイル名を入力

してください。 

 

注意 登録したアクティビティの保存は、必ずこの機能を使用してください。 

データベースのバックアップでは登録したアクティビティを保存しません。 

7.1.1.2 Import 

アクティビティやデバイスの詳細情報をフラットファイルからインポートできます。 

 

注意 この機能は Windows Vista 以降の Windows 日本語版環境下で使用すると CatTools が異常終

了します。（以下のエラーウィンドウが表示されます） 
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この問題の回避策は、コントロールパネル｜地域と言語のオプションの管理タブで Unicode 対

応ではないプログラムの言語を英語（米国）とすることです。 

7.1.1.2.1 Import devices from tab delimited file 

このオプションを使用すると、タブ区切りのファイルからデバイス情報をインポートできます。 

 

注意 以前登録したデバイスのリストアは、必ずこの機能を使用してください。 

データベースのリストアでは登録したデバイスをリストアしません。 

また、パスワードについては、過去のバージョンによって形式が異なる為、正しく複合できずに

パスワード欄が空白になってしまう場合があります。 

 

現在のデータベースはインポートが実行される前にバックアップされます。 

このオプションをクリックすると、インポート操作を継続するかどうかを確認する画面が表示されます。 

 

 

はいをクリックすると継続します。 

いいえまたはキャンセルをクリックするとインポートを中断します。 

はいをクリックしたら 、インポートするファイルを選択します。 ファイル名フィールドに
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Export_Device.txt というデフォルト値が表示されます。 

インポートするファイルを選択し、開くをクリックします。 

インポートするデバイスが既存のデバイスと同じ名前の場合の処理方法を選択します。 

 

 

インポート処理を実行すると、その度に新しいデバイスが追加されます。 

重複デバイスが見つかったときの処理方法を選択できます。 

Update existing device 

現在のデバイスデータをインポートするデータ内のフィールドで上書きします。 

インポートするデータに見つからないフィールドは変更されません。 

Rename imported device 

現在のデバイス名の末尾に_imported_0 という文字を追加して新しいデバイスを作成します。同

じ名前のデバイスが複数あるときは最後の数字が 1ずつ増していきます。 

Skip imported device 

インポートされるデバイスデータが無視されます。 

Choose action for each imported device 

インポートするデバイスごとにアクションを選択します。 
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重複する名前が見つかったときは常に次の画面が表示されます。 

 

 

２つのデバイスの違いを確認し、実行するアクションを選択します。 

以降に処理される全ての重複デバイスに対して同じアクションを適用したい場合は、Apply to all 

duplicates も選択します。 

Cancel ボタンをクリックするとインポート処理を終了します。 

インポート処理が完了したら、次のメッセージが表示されます。 

 

 

このファイルからインポートされたデバイス数が表示されます。 

Warnings または Errors 件数が 0でない場合は、Info Log で詳細を確認してください。 
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注意 一度この Choose action for each imported device オプションを使用すると、CatToolsサー

ビスを再起動するまで、デバイスのインポート時にこのメニューを選択できなくなります（グ

レーアウトします）。 

再度、デバイスのインポートが必要になった場合は、必ず CatTools サービスを再起動して

ください。 

7.1.1.2.2 デバイスインポートファイルの形式 

インポートするファイルは、先頭にフィールドを定義するヘッダー行を記述します。ヘッダー行以降はデー

タとして処理されます。 

 

例 ） 

 
 

フィールドの並び順は意識しないで構いませんが、Export devices to tab delimited file メニューと同じ命

名規則に従う必要があります。 

このファイルで最低限定義しなければならないフィールドは以下の通りです。 

 

Type (デバイスタイプ) 

Name (デバイスの重複しない固有名) 

HostAddress (デバイスの IP アドレスまたはホスト名) 

 

以下はデバイスフィールドの一覧です。 

Type 

Group 

Name 

HostAddress 

Filename （デバイスの固有ファイル名。パスおよび拡張子は不要。未定義の場合は Name フィールド値

が使用されます。） 

Model 

ConnectVia 

Telnet 

Session 

VTYPass 

ConsolePass 

EnablePass 

PrivilegeLevel 
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AAAUsername 

AAAPassword 

SSH Username 

SSH Password 

SNMPRead 

SNMPWrite 

RequireVTYLogin 

LoginUsesAAA 

EnableUsesAAA 

VTYPrompt 

ConsolePrompt 

EnablePrompt 

AAAUserPrompt 

AAAPassPrompt 

Address1 

Address2 

Address3 

ContactName 

ContactPhone 

ContactEmail 

ContactOther 

AlertEmail 

SerialNumber 

AssetTag 

Identification 

SerialOther 

ActivitySpecific1 

ActivitySpecific2 

 

インポートファイルのテンプレートを作る最も簡単な方法は、CatTools にサンプルデバイスをいくつか追

加し、File ⇒ Database ⇒ Export ⇒ Export devices to tab delimited fileを選択してファイルにエクス

ポートすることです。このファイルには必要なすべてのフィールドが記述されています。 

通常データベース内で暗号化されているフィールド  (HostAddress、VTYPass、EnablePass 

SNMPRead等)で見つかったプレーンテキスト値はインポート処理中に自動的に暗号化されます。 
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7.1.1.2.3 Import activities from tab delimited file 

このオプションを使用すると、CatTools から以前タブ区切り形式のファイルでエクスポートしたアクティビ

ティをインポートできます。 

 

注意 以前登録したアクティビティのリストアは、必ずこの機能を使用してください。 

データベースのリストアでは登録したアクティビティをリストアしません。 

 

このオプションをクリックすると、インポート操作を継続するかどうかを確認する画面が表示されます。 

 

 

はいをクリックすると継続します。 

いいえまたはキャンセルをクリックするとインポートを中断します。 

 

はいをクリックしたら 、インポートするファイルを選択します。 ファイル名フィールドに

Export_Activity.txt というデフォルト値が表示されます。 

 

インポートするファイルを選択し、開くをクリックします。 

 

インポートするアクティビティが既存のアクティビティと同じ名前の場合の処理方法を選択します。 
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Import Duplicate Action 画面ではデバイスのインポートと同じように指定します。 

インポートが完了するとインポートの成否とインポートされたアクティビティ数を示すプロンプトが表示され

ます。 

7.1.1.3 Change encription key password 

CatToolsではデバイスフィールドに定義されている情報の漏洩を予防する為の保護策として独自の暗号

方式による認証機能を有します。 

この機能では、CatTools のインターフェース起動時にパスワード入力を求めることができます。設定した

パスワードはデバイスフィールドの暗号化に使用されます。パスワードを忘れてしまうと、プログラムを使

用できずデバイスデータにアクセスできなくなります。 

パスワード保護されたアプリケーションおよびマネージャは開始時にパスワード入力を求めるプロンプト

を表示します。 
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Password 入力欄に正しいパスワードを入力して Open ボタンをクリックするまで、インターフェースは起

動しません。 

CatToolsのサービス起動／再起動の場合は、パスワードが設定されているかどうかに関わらず、サービ

ス起動／再起動を実行します。 

ブランク値（空欄）をパスワードに設定すると、パスワードがリセットされパスワード入力を求めるプロンプ

トは表示されなくなります。 

パスワードが設定されていなくても、デバイスデータベースの暗号化が解除されるわけではありません。 

パスワードの変更/解除方法 

このメニューオプションをクリックすると、パスワード変更画面が表示されます。この画面には次の３つの

フィールドがあります。 

 

1. Existing password key 

2. New password key 

3. Confirm new password key 

 

Existing password keyフィールドに現在のパスワード(初期値は空欄)を入力し、New password keyフィー

ルドと Confirm new password key フィールドに新しいパスワードを入力します。 

パスワードをリセットして未設定の状態に戻すには、New password key フィールドと Confirm new 

password key フィールドに両方をブランク値（空欄）とします。 

ここで設定したパスワードを忘れてしまった場合、メーカーでも復号する事はできませんので、パスワード

の管理は慎重な取り扱いを期してください。 

 

 

注意 設定したパスワードは忘れないようにしてください。 
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この時点でインターフェースへのアクセスに関するパスワードが変更/解除されましたが、バックアップし

たデータベースファイル（.kdb）は依然として暗号化されたままです。 

この暗号化は解除できないため、Backup current database をクリックして暗号化が解除されたデータベ

ースで上書きします。 

 

つまりパスワードの変更/解除は、次の手順となります。 

1. Change encryption key password 機能でパスワードで変更する。 

2. Backup current database 機能でデータベースを上書き保存する。 

7.1.1.4 Backup current database 

このオプションをクリックすると、データベースファイルが¥KDB Backups フォルダ下にバックアップされ

ます。 

¥KDB Backupsフォルダは、CatTools のインストール時に¥CatToolsの下に作成されます。 

.kdb ファイルは上書きや追記はされません。バックアップが実行されるたびに新しいファイルが作成さ

れます。バックアップファイルの名前の先頭に 

 Backup-1, Backup-2 … ～ … Backup-9 

という連番が付き、最大 9つのバックアップファイルが作成されます。 

バックアップが実行されるたびに Backup 1が Backup 2 に、Backup 2が Backup 3に、というよ

うに移行していきます。Backup 9が最後のバックアップファイルであり、以降は一番古いバックアップフ

ァイル（前回 Backup 9であったファイル）が削除されていきます。 

 

注意 データベースのバックアップでは、登録したデバイス設定とアクティビティ設定は保存されませ

んので、必要に応じて登録したデバイスやアクティビティをエクスポートしてください。 

7.1.1.5 Restore database from backup 

このオプションを使用すると、データベースのバックアップファイルを CatTools メインフォルダにコピーし、

現在のデータベースとして適用できます。 

 

注意 データベースのリストアでは、登録したデバイス設定とアクティビティ設定はリストアされません

ので、必要に応じて登録したデバイスやアクティビティをインポートしてください。 

7.1.1.6 Squeeze current database 

この機能はデータベースの圧縮機能です。 

CatTools データベースには通常のデバイスやアクティビティの保守トラフィックによる未使用の領域が含
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まれている場合があります。この未使用の領域は定期的に再利用することが非常に望ましい運用である

といえます。 

データベースの Squeeze（圧縮機能）を使用すれば、データベースファイル内の未使用領域を再利用す

ることが可能になります。また、同時にデータへのインデックスをすべてリフレッシュします。 

 

 

 

データベースの圧縮を実行するには、圧縮しようとしているデータベースに対して他のユーザーが同じ操

作を実行していないことが条件です。 

7.1.1.7 Open/New 

CatTools Database Selection画面のDatabaseフィールドで既存のデータベースを選択した場合は、その

データベースを開きます。新しいデータベースファイル名を入力した場合は、その名前で新しいデータベ

ースファイルが作成され開きます。 

CatTools では互換性のあるデータベースであれば、どのフォルダにあろうとそれに対するフルアクセス

権限があれば開くことができます。 

CatTools のバージョンの異なるデータベース（例えば旧バージョンのデータベース）は、基本的に開くこと

が出来ません。 

本ソフトウエアでは後方互換性のみ維持しておりますが、その際でもバージョンが異なる場合は、古いバ

ージョンの CatTool が入った環境へ、使用するバージョンの CatTools を上書きインストールすることで、

データベースのマイグレーションが自動的に行なわれます。 

このマイグレーションは接続/使用しているデータベースのみ適用されます。 

このマイグレーションを行う事で異なるバージョンのデータベースを取り扱うことが可能となります。 

 

注意 Version 2.2.20以前ではデータベースを用いていなかった為、データベースを開くことが出

来ません。 
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7.1.2 Delete 

このメニューでは、Info Log ファイルを削除できます。 

7.1.2.1 Delete Infolog.txt file 

CatTools のアクティビティを含めた動作情報ログが CatTools インストールフォルダ（C:¥Program 

files¥CatToolsn ”n”はバージョン番号）に InfoLog.txt という名前で記録されています。 

このメニューでは、この動作情報ログファイルを削除する事が出来ます。 

この動作情報ログファイルのサイズ設定を超えると、ファイル名を InfoLog_prev.txt と変更されて保管さ

れ、新しい InfoLog.txt が作成されます。 

InfoLog_prev.txt ファイルは常に１つのみ保管されているので、次に動作情報ログファイルがサイズ上限

を超えると、古い InfoLog_prev.txt ファイルは削除され、InfoLog.txtが InfoLog_prev.txtに名前を変更して

保管され、新しい InfoLog.txt が作成されます。 

Delete Infolog.txt file メニューで削除できるのは InfoLog.txt ファイルのみで、InfoLog_prev.txt ファイル

は削除できません。 

InfoLog_prev.txt ファイルを削除する必要がある場合は、ユーザーが手動で行なう必要があります。 

 

注意 CatTools Setup画面（Options ⇒ Setupを選択）の Loggingタブでこのファイルの最大サイ

ズを指定できます。 

7.1.3 Enable capture mode 

このメニューでは、アクティビティのトレースログをファイルに記録するキャプチャモードを起動する事が

出来ます。 

キャプチャモードはデバイスへのアクセス時に生じた問題を診断するときや、技術サポートから要求され

たときに使用します。 

アクティビティが原因もわからずに失敗した場合、技術サポートにより Enable capture modeを有効にして

からアクティビティを実行するよう指示されることがあります。 

これにより、CatTools とデバイス間の通信がすべてログファイルに記録されます。このファイルを技術サ

ポートまで送っていただき問題解決の糸口として活用させていただきます。 

 

Enable capture mode メニューはメニュー名の左横にチェックボックスが出現し、動作モードを明示します。

デフォルトはオフです。 

 

File ⇒ Enable capture mode をクリックすると、即キャプチャモードが有効になります。 

有効になっていれば、File メニューをクリックすると Enable capture mode メニューオプションの隣にチェッ

クマークが表示されます。 
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このオプションを再度クリックするとキャプチャモードは即無効になり、チェックマークが消えます。 

 

 

キャプチャデータは¥Debug フォルダ下に保存されます。このときファイル名は、キャプチャ対象デバイス

の名前によって決まります。例えば、スレッド 1 上で実行中の 2950 というデバイスの場合、

DebugLog-1-2950.txt という名前のファイルが作成されます。 

7.1.4 Debug 

このメニューでは技術的なサポートを受ける時に必要となる TechSupport.zip ファイルを作成できます。 

7.1.4.1 Create diagnostics for Technical Support 

CatToolsの障害対応のため、TechSupport.zip ファイルを技術サポートにご送付いただく場合があります。 

 

File ⇒  Debug ⇒  Create diagnostics for Technical Support メニューをクリックすると、Create 

Diagnostics File 画面が表示されます。 
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TechSupport.zipファイルに含めるログまたは設定ファイルを選択することができます。初期設定では、技

術サポートでの調査に役立つ３つすべてのオプションが選択されています。 

 

 

注意 デバイスの問題を解決する為に Device Capture File （デバイスキャプチャーファイル）を技術

サポートに送信する場合は、TechSupport.zip ファイルを作成する前にまず Enable capture 

modeを有効にしてアクティビティを実行し、Device Capture File（Debug.logファイル）を事前に生

成しておく必要があります。 

 

Device Capture File オプションが選択されている場合は、Nextボタンが表示されます。 

TechSupport.zip に含めるデバイスキャプチャーファイルを選択できます。 
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必要なファイルを選択し反転表示させてください。 

 

 

Createボタンをクリックすると、TechSupport.zip が作成された旨のメッセージが表示されます。 

 

7.1.5 Exit 

CatToolsインターフェースを終了します。 

 

注意 サービスモードでインストールした場合、CatTools サービスは実行を続けます。CatToolsサー

ビスを停止するには、管理ツールを起動してサービスを停止してください。 

アプリケーションモードでインストールした場合、CatTools は動作を終了します。 
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7.2 ファイルメニュー - Upgrade 

Upgrade メニューでは、SolarWinds 社が提供するより大規模なネットワーク環境でのコンフィグレーション

管理に適した Orion Network Configration Management（Orion NCM）の製品情報を提供します。 

7.2.1 Learn more about NCM 

Upgrade ⇒ Learn more about NCM をクリックすると、Webブラウザが起動し Orion NCMの製品情報ペ

ージが表示されます。 

 

 
 

この Orion NCM という製品は上位セグメントに位置する製品ですが、アプリケーション的に互換性は無く、

またデータの互換性もありません。 

機能も大きく異なります。 

7.3 ファイルメニュー - View 

View メニューでは、様々な CatToolsデータファイルを Windows Explorer やメモ帳で表示します。 
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7.3.1 Reports folder 

このメニューを選択すると、Windows Explorer が起動し¥Report フォルダが開き、レポートを確認できま

す。 

7.3.2 Captured Data folder 

このメニューを選択すると、Windows Explorer が起動し¥Captured Data フォルダが開き、キャプチャ

データを確認できます。 

7.3.3 Configs folder 

このメニューを選択すると、Windows Explorerが起動し¥Configs フォルダが開き、コンフィグレーション

を確認できます。 

7.3.4 Email log 

このメニューを選択すると、メモ帳が全画面表示で起動しCatToolsの Eメールアクティビティのログファイ

ルが開きます。（開くファイルは C:\Program Files\CatToolsn\SendMailLog.txt／”n”はバージョン番号） 

7.3.5 Activity log 

このメニューを選択すると、メモ帳が全画面表示で起動しCatToolsのアクティビティのサマリログファイル

が開きます。（開くファイルは C:\Program Files\CatToolsn\ActivityLog.txt／”n”はバージョン番号） 

7.3.6 Info log 

このメニューを選択すると、メモ帳が全画面表示で起動し CatToolsの InfoLog.txt ファイルが開きます。 

（開くファイルは C:\Program Files\CatToolsn\InfoLog.txt／”n”はバージョン番号） 

7.4 ファイルメニュー - Options 

このメニューから各種設定オプションを変更できます。 
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7.4.1 Setup 

このメニューオプションをクリックすると、CatTools の一般設定を行うためのフォームが表示されます。 

 

7.4.1.1 Email 

Email タブではすべての E メール関連プロパティを設定できます。 
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7.4.1.1.1 General Options 

 

Send To セクション 

Errors 

CatTools からエラー通知メールを送信したい E メールアドレスを指定します。スケジュール化されて

いるアクティビティの実行時に発生したすべてのエラーは、１つのエラーとして集約されて送信され

ます。エラー通知メールには発生したエラーの種類とそのエラーが発生したデバイスが記載されま

す。複数の E メールアドレスを指定する場合は、コンマ(,)またはセミコロン(;)でアドレスを区切ります。 

 

例 ） 

joe@company.com,mary@company.com,fred@company.com 

 

Only send error notification in timer mode チェックボックスをオンにすると、タイマーモードのときの

みエラー通知が送信されます。 

mailto:joe@company.com,mary@company.com,fred@company.com
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Reports/Stats 

CatToolsからレポートと統計を送信したい E メールアドレスを指定します。 

スケジュール化されているアクティビティの多くがレポートまたは統計表を出力します。複数の Eメー

ルアドレスを指定する場合は、コンマ(,)またはセミコロン(;)でアドレスを区切ります。 

 

例 ） 

joe@company.com,mary@company.com,fred@company.com 

Only send reports in timer mode チェックボックスをオンにすると、タイマーモードのときのみレポート

が送信されます。 

From セクション 

From Address 

CatTools から E メール通知を送信する際に「送信者」に指定するアドレスを入力します。このフ

ィールドを指定することによって、受信Eメール通知をご使用のEメールクライアントで管理しや

すくなります。 

このフィールドには実際に使用されているEメールアドレスを省略せずに指定することをお勧め

します。一部の SMTP サーバはドメインが実在し、名前解決をした結果、送信ドメインと E メー

ル送信 IPアドレスが整合している E メールのみリレー、または送受信します。 

 

例 ） 

メールドメインが mycompany.com だとすると、このフィールドには単に CatTools と記入す

るのではなく CatTools@mycompany.com と記入します。 

Logging Options セクション 

Keep activity log 

このチェックボックスでは、E メールアクティビティのログを保持するか否かを指定します。通常、

このログには情報レベルとエラーレベルのメッセージが記録されます。 

Verbose logging 

このチェックボックスでは、メッセージのロギングレベルを詳細に設定するか否かを指定します。

Eメールサーバを通過する Eメールメッセージトラフィックの完全な情報をチェックする必要があ

る問題が発生したときにオンにしておくと便利です。記録されるデータが多いため、必要時以

外はこのオプションはオフにしておいてください。 

View Log 

メモ帳が全画面表示で起動し CatTools の E メールアクティビティのログファイルが開きます。

（開くファイルは C:\Program Files\CatToolsn\SendMailLog.txt／”n”はバージョン番号） 

mailto:joe@company.com,mary@company.com,fred@company.com
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Delete Log 

E メールログを削除します。 

（削除対象は C:\Program Files\CatToolsn\SendMailLog.txt／”n”はバージョン番号） 

Send Interval 

E メールの送信間隔を秒単位で指定します。 

これは、SMTP機能が E メールメッセージを送信するまでの待ち時間を制御します 

20 と指定した場合は、20秒ごとに SMTP機能が起動し、送信するメッセージのチェックを行い、

メッセージがあれば送信します。この値が小さすぎると、CatTools が E メールサーバのセッショ

ンの１つを長く掴んでしまい、メールサーバの他の利用者に影響を与えます。 

Messages / Interval 

１回の送信セッションでメーラーがメールサーバに送信する E メールの数を指定します。E メー

ルサーバに対する E メールトラフィックの総数を管理できます。この値が大きすぎると、

CatTools が E メールサーバのセッションの１つを長く掴んでしまい、メールサーバの他の利用

者に影響を与えます。 

Send Retries 

メーラーが１つのメッセージの送信を何度試行するかを設定します。エラーのためメッセージが

送信できないとき、ここで指定した送信試行回数を超えるとそのメッセージに送信不能フラグが

付けられます。 

Test Email 

このボタンをクリックすると、送受信両方のメールサーバに対して現在のメール設定が有効で

あるかどうかのテストが実行されます。テストメッセージは Errors および Reports/Stats フィー

ルドに指定したアドレスに送信されます。 
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7.4.1.1.2 Primary SMTP Server Setup 

 

Use this server 

このチェックボックスによりCatToolsが Eメールを送信する際に使用するサーバの有効/無効を切り

替えます。 

Server Name / Address 

CatToolsで Eメール通知を送信したい SMTPサーバの名前解決可能なドメイン名、または IPアドレ

ス（IPv4）を入力します。 

Port 

SMTPサーバが使用するポートを入力します。デフォルトで 25に設定されています。 

Timeout 

CatToolsが SMTPサーバに接続を試みるときの待ち時間のタイムアウト値を秒単位で指定します。

デフォルトで 30に設定されています。 

Authentication セクション 

一部のSMTPサーバは(特にリモートの ISPやリレーサーバの場合)Eメールの送信前に認証情報を

要求します。しかし、大部分の SMTP サーバは認証を行わないため、この設定は空欄のままでも構

いません。POP authentication はPOP before SMTP認証方式の事で商業利用を前提としたSMTP

送信で多く用いられる方法です。 
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Type 

送信前の認証を 

 (none) (認証なし) 

 SMTP AUTH (SMTP認証方式) 

 POP authentication （POP before SMTP認証方式） 

の中から選択します。 

Username 

認証に使用するユーザー名を入力します。 

Password 

認証に使用するパスワードを入力します。 

POP Server Name 

認証に使用する POPサーバの名前またはアドレスを入力します。 

POP Port 

POPサーバのポート番号を入力します。通常は 110です。 

Test Email 

このボタンをクリックすると、プライマリメールサーバに対して現在のメール設定が有効であるかどう

かのテストが実行されます。テストメッセージはErrorsおよびReports/Statsフィールドに指定したア

ドレスに送信されます。 

7.4.1.1.3 Secondary SMTP Server Setup 

CatTools では、プライマリサーバが何らかの原因で接続できないときに使用する代替メールサーバを設

定しておくことができます。 

 

メーラーがメッセージを送信しようとしてプライマリメールサーバに接続を試みたが接続できない場合、す

ぐにセカンダリサーバに接続を試みます。 

メーラーがプライマリサーバに対してメール送信を試みている間に接続が切れてしまった場合、すぐに再

接続を試みるのではなく、Send Interval フィールドで指定した時間が経過してから再びプライマリサーバ

への接続を試みます。 

 

プライマリサーバの使用が無効（Primary SMTP Server Setup タブの Use this server チェックボックスが

オフ）の場合は、常にセカンダリサーバが使用されます。 
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設定内容は Primary SMTP Server Setup タブと同一です。 

設定に関しては Primary SMTP Server Setup タブの説明を参照してください。 

7.4.1.2 Logging 
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Logging タブでは、シスログメッセージの送信設定や情報およびアクティビティのロギング機能の制御を

設定できます。 

 

Syslog セクション 

Send logs to Syslog Server 

このチェックボックスをオンにすると、シスログサーバにログメッセージを送信できます。デフォ

ルトはオフです。 

Syslog Server 

ログを送信したいシスログサーバの名前解決可能なドメイン名、または IP アドレス（IPv4）を入

力します。 

Protocol 

ドロップダウンリストから UDP または TCP を選択します。デフォルトは UDP です。 

Port 

有効なポート番号を指定します。UDP のデフォルトポートは 514 です。TCP で送信する場合は
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1468 等を設定します。 

Facility 

送出するシスログメッセージの Facility種類を選択します。デフォルトは Local0 です。 

Logging Level 

ドロップダウンリストからシスログサーバに転送するログメッセージのレベルを選択します。デフ

ォルトは Info and above です。 

Test Syslog 

このボタンをクリックすると、上記のオプションで指定した設定を使ってシスログサーバにテスト

メッセージが送信されます。設定とネットワーク接続が正しいかを確認できます。 

 

CatTools から送信した Syslog は、アクティビティの各動作段階で Syslog を送信し、アクティビティの実行

の成否が含まれますが、アクティビティによってはアプリケーション内部のログほどの情報量が無いもの

もあります。 

 

 

Syslogの情報量については仕様上の都合もありますので、Syslogを使った CatToolsの管理は十分に評

価・検討を行ってください。 

 

なお、アプリケーション内部の HTMLレポート形式のログは次の様なものです。 
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Info log セクション 

Log info log messages to local log file 

このチェックボックスをオンにすると、ローカルログファイルに情報ログメッセージが記録されま

す。デフォルトはオンです。作成されるログファイルは CatTools のインストールフォルダ下に

InfoLog.txt という名前で保存されます。 

Logging level 

ドロップダウンリストからローカルファイルに記録するメッセージのレベルを選択します。デフォ

ルトは Debug and above です。 

Limit File size 

デバッグメッセージのロギングが有効の場合、ログファイルが肥大化しやすくなります。File ⇒ 

Delete ⇒ Delete Infolog.txt fileを選択してログファイルを削除するか、予めこのチェックボック

スをオンにしてフィールドに情報ログの最大サイズをMB単位で指定することによって制限をか

けておくと良いでしょう。ログファイルが指定したサイズに達すると、システムはファイルを閉じ

て現在のファイル名を infolog_prev.txt に変更し、新しいログファイルを作成します。以

前のログファイルは現在のログの記録用としてではなく将来の参照用として保存されます。新

しく作成されたログファイルが最大サイズになり名前が変更されると同時に以前のログが削除

されます。 

 

このチェックボックスがオンの場合は、現在のログと過去のログの２つのログファイルが作成さ

れます。このチェックボックスがオフの場合は、ログファイルは無限に肥大化します。 

Activity log セクション 

Log Activity summary to local log file 

このチェックボックスをオンにすると、ローカルログファイルに CatTools アクティビティの概要が

記録されます。デフォルトはオンです。ログファイルは CatTools のインストールフォルダ下に

Activitylog.txt という名前で保存されます。 

Limit File size 
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このチェックボックスをオンにすると、アクティビティログのサイズをこのフィールドに指定した値

（MB 単位）までに制限することができます。ログファイルが指定したサイズに達すると、システ

ムはファイルを閉じて現在のファイル名をactivitylog_prev.txtに変更し、新しいログフ

ァイルが作成します。以前のログファイルは現在のログの記録用としてではなく将来の参照用

として保存されます。新しく作成されたログファイルが最大サイズになり名前が変更されると同

時に以前のログが削除されます。 

このチェックボックスがオンの場合は、現在のログと過去のログの２つのログファイルが作成さ

れます。このチェックボックスがオフの場合は、ログファイルは無限に肥大化します。 

7.4.1.3 Misc 

Misc タブでは、様々な設定を行います。 

 

Telnet client 

ローカルの Telnet クライアントのパスとファイル名を入力します。CatTools は動作用に Telnet/SSH

クライアントを内蔵している為、ここでTelnetクライアントを指定しなくても動作に影響はありません。 
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注意 CatToolsは 32bit アプリケーションの為、64bit 版 Telnet クライアントを設定・使用する事はでき

ません。64bit環境で使用する場合は、C:\Windows\System32 フォルダにある telnetc.exe を

C:\Windows\SysWOW64 フォルダにコピーし、本設定でコピーした telnetc.exe を直接指定しま

す。 

 

この Telnetクライアントは CatToolsサービスが使用するものではなく、デバイス登録等のウィンドウ

に設置してあるテストアクセス用のボタンで呼び出されるアプリケーションを設定します。 

 

 

 

SSH client 

ローカルの SSHクライアントのパスとファイル名を入力します。この SSHクライアントは CatToolsが

使用するものではなく、デバイス登録等のウィンドウに設置してあるテストアクセス用のボタンで呼

び出されるアプリケーションを設定します。（CatTools は動作用に Telnet/SSH クライアントを内蔵し

ている為、ここで SSH クライアントを指定しなくても動作に影響はありません） 
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注意 CatToolsは 32bitアプリケーションの為、64bit版 SSHクライアントを設定・使用する事はできま

せん。64bit環境で使用する場合は、32bitアプリケーションのSSHクライアントをご用意下さい。 

Clear log window before starting each activity 

このチェックボックスをオンにすると、アクティビティの開始前に Info Log 画面がクリアされます。デフ

ォルトはオンです。 

Clear error count before starting each activity 

このチェックボックスをオンにすると、アクティビティの開始時にエラー数の表示がクリアされます(メ

イン画面のステータス行をご参照ください)。デフォルトはオンです。 

Hide password change report passwords 

このチェックボックスをオンにすると、Device.Update.Password アクティビティによってレポートされる

パスワードを隠すことができます。 

Show current database name in status bar 

このチェックボックスをオンにすると、現在の CatTools データベースのフルパスがステータス行に表

示されます。 

Terminate orphaned activity running longer than n minutes 

アクティビティを強制的に終了させるまでの待ち時間を分単位で指定します。デフォルトは 0 分に設

定されており、これは制限がないということを表しています。指定可能な最大値は2880分です。この

設定はアクティビティが終了しないなど特殊な状況でのみ使用してください。アクティビティが終了し

なくなる原因には、論理ループの発生、何らかの理由で通信速度が低下するといったことが考えら

れます。１つのデバイスを除いたすべてのセッションが完了し、最後のセッションがハングアップして

いるときのみ開始します。 

 

この機能を有効化しここで指定した制限時間が経過すると、CatTools は通常の方法でアクティビテ

ィを終了させようとします。通常の方法でアクティビティを終了できない場合は、アクティビティを実行

している CatTools_Client.exe アプリケーションを強制終了します。CatTools は終了後 30秒

が経過したら、システムを有効にし強制終了後のクリーンアップを実行してスケジューラーを再起動

します。 

HTML report maximum row limit 

HTML レポートの出力行数を指定します。デフォルトは 5000行です。最小は 1行、最大は 50000

行です。最大 50000 行に制限されているのは、それ以上の行数の HTML ファイルはスクロールす

るのが大変だからです。レポートの全データが必要なときはテキスト形式で出力したほうが良いでし

ょう。 
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Automatically enable timer mode 

このチェックボックスをオンにすると、サービス開始/再起動後に指定した時間(秒)が経過すると自

動的にタイマーモードに遷移します。 

When exiting the Manager should 

このオプションは CatTools がサービスとしてインストールされているときに利用できます。ほとんど

の変更はタイマーがオフラインのときに行う必要がある為、この機能を設定しておくと Manager が閉

じている状態でもタイマーを再びスタートさせるリマインダとなります。タイマーを自分で再起動する

のを忘れても、この機能を利用すればアクティビティを確実に実行できます。 

 

以下のオプションを選択できます。 

Ignore the timer state 

何のアクションも実行されません。 

Set the timer to ON 

Manager を終了させると自動的にタイマーが ONになります。 

Set the timer to OFF 

Manager を終了させると自動的にタイマーが OFF になります。 

PROMPT if the timer is off 

タイマーが実行されていない場合、Manager を終了すると処理を問うメッセージボックスを表示

します。 

7.4.1.4 TFTP Server 

TFTP Server タブでは TFTPサーバの設定を行います。 

 

TFTPによるデータの送受信はTelnetやSSHと比べて非常に高速ですが、UDPプロトコルを使用する為、

信頼性に難があります。Config などの送受信については、TFTP だけを使用するのではなく、Telnet や

SSHなどの信頼性が確保された TCPを使用する通信手段を織り交ぜて運用すると効果的です。 
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7.4.1.4.1 General Options 

 

Automatically start TFTP server on program startup 

CatToolsの起動時に自動的に TFTPサーバを起動します。 

TFTP Port 

TFTPサーバの受信待機用ポート番号を設定します。通常は 69です。 

Bind to 

CatTools をインストールしたマシンのバインド先のネットワークインターフェースカードの IP アドレス

を入力します。CatToolsはここで指定した IPアドレスに TFTP受信ポートを設置し、受信する様にな

ります。インターフェースカードが１つのみの場合やデフォルトのカードを使用する場合は空欄のま

まにしておいて構いません。 

Upload folder 

CatToolsからデバイスにアップロードするファイルの保存フォルダ名を入力します。 
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Download folder 

CatTools でデバイスからダウンロードするファイルの保存フォルダ名を入力します。 

Allow overwrite of existing files 

このチェックボックスをオンにすると、フォルダ内の現在のファイルが同じ名前のファイルで上書きさ

れます。 

Allow automatic creation of sub folders 

このチェックボックスをオンにすると、ダウンロード中にサブフォルダが自動的に作成されます。 

Remove completed sessions from display after 

TFTPセッションからのメッセージを指定した秒数が経過した後に Display タブから削除します。 

Maximum file size that can be created 

サーバが作成可能なファイルの最大値を MB で指定します。デフォルトは 64MB です。TFTP クライ

アントは送信可能なファイルサイズの制限がこれとは別に設定されている場合もあります。一部の

TFTP クライアントには約 32MB というファイルサイズの制限があります(32MB のファイルサイズは

通常のプロトコルのブロックサイズで 512バイトを使用することに相当します)。 

 

ただし、ネットワークおよびデバイスに指定したサイズ以上のデータブロックを処理できる能力があ

る場合は、この設定を超えた大きさのファイルを作成できる場合があります。 

 

CatTools には使用するブロックサイズを指定するオプションはありません。ブロックサイズは登録さ

れたデバイス側の TFTPクライアントと CatTools 間で自動的に決定されます。 
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7.4.1.4.2 Security Options 

 

Gloabal Settings セクション 

Global Read 

このチェックボックスがオフの場合は、TFTPサーバから何も読み込まれません。 

Global Write 

このチェックボックスがオフの場合は、TFTP サーバにファイルの内容を書き込むことが出来ま

せん。 

注意 サイズが 0KB のファイルがアクセス毎に生成される場合があります。このファイルは

CatToolsサービスにロックされますので、CatToolsサービスを再起動してファイル操作を

行ってください。ファイルが上書きされてファイルサイズが変更されても、ロックを解除す

ることは出来ません。 

Use Access Lists 

このチェックボックスがオンの場合は、IPアドレスの読み込み/書き込み権限を確認する為にウ

ィンドウ下欄の Permissions List が使用されます。 
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注意 Permissions List は Global Read および Global Write 設定に従属します。 

CatTools をサービスモードでインストールした環境で Permissions List を使用する場合、

設定は CatTools サービスの再起動まで内容が反映されません。 

従って、CatTools の本番稼動前にアクセスリストを検討し、計画的に設定を投入し、設定

変更を行なった後は必ず CatToolsサービスの再起動を行なって下さい。 

 

Permissions List セクション 

 

アクセスリストの使用法 

Permissions List テーブルには５つの列があります。 

 

Inc|Ex IP Range 

Readおよび Writeオプションの設定を指定した IPアドレス範囲に適用するか、指定した IPアド

レス範囲外に適用するかを設定します。 

Include 

Includeを指定された IPアドレス範囲内でReadおよびWriteオプションの設定が適用されます。 

Exclude 

Exclude を指定された IP アドレス範囲外で Read および Write オプションの設定が適用されま

す。 

Start IP / End IP 

使用する IPアドレスの範囲を設定します。 

Read/Write 

チェックボックスをオンにすると、Read/Writeが許可されます。 

チェックボックスをオフにすると、Read/Writeが許可されません。 

 

Permission List は上から順に合致するものが見つかるまで検査されます。 

 

Permission List の例 

以下は Permission Listの設定例です。 

Incl|Ex Start IP End IP Read Write 

Exclude 192.168.1.1 192.168.1.100   

Include 192.168.1.60 192.168.1.60   
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1行目は、Excludeが設定されているので、192.168.1.1 ～ 192.168.1.100範囲外のすべての

IPアドレスに Read/Write設定が適用されます。この場合、 

192.168.1.1～192.168.1.100 の範囲外の IPアドレスは Read させない・Write させない 

という内容になります。つまりこの場合は、192.168.1.101～192.168.1.255内の IPアドレスはTFTPサーバ

から読み取り/書き込みできません。 

一方で、192.168.1.1～192.168.1.100 の範囲内については何も設定していないので、Gloabal Settings の

設定が適用されます。Gloabal Settings が Read・Write を許可している場合は、読み込み・書き込みがで

きます。 

この例の場合だと、１行目の効果としては、 

 192.168.1.105からの読み取り/書き込みは失敗します。 

 192.168.1.98からの読み取り/書き込みは成功します。 

 

2 行目は、Include が設定されているので、この範囲内の IP アドレス（この場合は 1IP アドレス）に

Read/Write設定が適用されます。 

この場合、 

192.168.1.60～192.168.1.60 の範囲内の IPアドレスは Read させない・Write させない 

という内容になります。つまり、未設定である為に Gloabal Settings の設定が適用されてしまっている

192.168.1.1～192.168.1.100 の範囲内において、192.168.1.60～192.168.1.60 の範囲内だけは TFTP サー

バから読み取り/書き込みできなくなります。 

この例の場合だと、２行目の効果としては、 

 192.168.1.60からの読み取り/書き込みは失敗します。 

 

この１～２行の効果を合わせると、 

 192.168.1.1～192.168.1.59 ： Gloabal Settings の効果で読み書き可能 

 192.168.1.60  ： ２行目の効果で読み書き不可 

 192.168.1.61～192.168.1.100 ： Gloabal Settings の効果で読み書き可能 

 192.168.1.101～192.168.1.255 ： １行目の効果で読み書き不可 

 

この例と同じ効果を持たせる設定は、他にいくつか考えられます。 

192.168.1.60から TFTPサーバに書き込みを行う場合、以下の処理が行われます。 

1. Global Write の設定を確認します。このチェックボックスがオンの場合は処理を続けます。 

2. Use Access Lists の設定を確認します。このチェックボックスがオンの場合は Permission List をチ

ェックします。 

3. Permission List の 1行目を評価します。192.168.1.60は除外される IPアドレス範囲内である

ので、Read/Write設定が適用されません。このため処理を継続します。 
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4. Permission Listの 2行目を評価します。192.168.1.60は指定の IPアドレス範囲内であるので、

Read/Write設定が適用されます。この場合は、TFTPサーバへの書き込みは許可されません。 

7.4.1.4.3 Scripting Options 

この画面では、TFTPセッションの開始前後に VBスクリプトを実行するように設定できます。 

チェックボックスでスクリプトの実行有無を指定し、関連するテキストボックスにスクリプトファイルへのフ

ルパスを入力します。 

 

Run a script before the TFTP session starts 

TFTPセッションを開始する前にスクリプトを実行します。 

Pre session script 

TFTPセッションを開始する前に実行するスクリプトを指定します。 

Run a script after the TFTP session ends 

TFTPセッションを終了した後にスクリプトを実行します。 

Post session script 

TFTPセッションを終了した後に実行するスクリプトを指定します。 
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タイミングの問題 

セッション前の処理時間は 1 秒しかありません。この 1 秒間に外部スクリプト内の全ての処理を行い、値

を戻してください。それができないと TFTPセッションはタイムアウトしリトライします。 

 

スクリプト情報 

スクリプトは Function Main(session)から開始しなければなりません。入力パラメーターの

sessionはスクリプトに渡される TFTPセッションです。 

スクリプトが成功した場合は、True値を戻してください。True値が戻ると TFTP セッションを継続できま

す。 

False値が戻った場合は、TFTPサーバが途中停止します。 

セキュリティの観点から、スクリプトの読み込みに失敗したり実行に失敗したりした場合は、TFTPセッショ

ンが途中停止されます。 

 

以下のセッションプロパティにアクセスできます。 

Session.CreatTime ホストによりセッションが開始された時間 

（実際には 1970/1/1 UTC 0:00からの秒数） 

Session.FileName 書き込まれるファイル名 

Session.FileSize Get処理で使用するサーバ上のファイルサイズ 

（Put処理は 0） 

Session.Host リモートクライアントの IPアドレス（Long型） 

（8桁の 16進数から変換） 

Session.HostS リモートクライアントの IPアドレス（文字列）例：127.0.0.1 

Session.Port リモートクライアントの TFTPポート 

Session.TransferSize 今までに転送したバイト数 

注意：セッション前に実行するスクリプトの場合、この値は 0 で、セッション

後に実行するスクリプトの場合、この値は全体のファイルサイズです。 

Session.Type アップロードの場合：Put、ダウンロードの場合：Get 

 

スクリプト例 

以下のスクリプトでは、Putを行うリモートクライアントのホストアドレスをチェックします。 

特定のアドレスに合致する場合は、ファイル名を変更します。 

 

ホストアドレスをもとにファイル名の変更 

Function Main(session) 

Main= False 

With session 
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If .HostS = “192.168.1.60” Then 

.FileName = “NewFileName.txt” 

End If 

End With 

Main= True 

End Function 

 

時刻をもとにファイルの拒否 

Function Main(session) 

Dim CreateHour 

Main= False 

With session 

 

‘ 作成時間を unix形式から現在の時間に変換します。 

CreateHour = DateAdd(“s”, session.CreateTime, DateSerial(1970, 1, 1)) 

‘ 24時間形式に変換します。 

CreateHour = FormatDateTime(CreateHour, vbShortTime) 

‘ 時間のみを取得します。 

CreateHour = DatePart(“h”, currentTime) 

Select Case CreateHour 

‘ 深夜のファイル作成を拒否します。 

Case 1,22,23,24 

‘ その他の時間のファイル作成を許可します。 

Main=False 

Case Else 

Main=True 

End Select 

End With 

End Function 

 

注意 現在のところ、これにはバグがあります。セッション前のイベントでこのスクリプトをトリガす

ると、ファイル名が変更されます 

（例： .FileName = “NewTestFileName.txt”）。 

このファイルは TFTP フォルダに正しく名前が変更されて保存されます 

（ここではNewTestFileName.txt）。しかし、TFTPフォルダ内に既存の’Test.txt’ファイルが存

在した場合、このファイルが削除されます。 
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7.4.1.5 DNS 

この画面では、DNSリゾルバがサーバ設定に基づくARPレポートでの IPアドレスの名前解決を行ないま

す。 

 

注意 Report ARP table アクティビティの Option タブにある 

Resolve IP addresses to hostnames チェックボックスにチェックを入れる 

必要があります。 
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Resolve using known DNS server(s) 

本ウィンドウで DNS を手動で設定し、名前解決に利用します。この設定のラジオボタンにチェックを

入れると、本ウィンドウを設定できる様になります。 

Resolve by auto detection of DNS server(s) 

OSの DNS設定を検出して自動的に名前解決を行ないます。 

Internal IP Address Name Resolution セクション 

主に LANにおける名前解決の手段を設定します。 

Internal IP Address range(s) 

名前解決を行なうゾーンを設定します。追加方法は以下の通りです。 

デフォルトでは、以下にリストされた IPレンジのリストが設定されています。 

 10.x.x.x 

 192.168.x.x 

 169.254.x.x 

 172.16.x.x ～172.31.x.x 

 

■ 新たに IPレンジを追加する場合 

Add ボタンの上にある入力ボックスに IPアドレス形式でレンジを入力します。 

Add ボタンをクリックします。 

 

■ 既存の IPレンジを削除する場合 

Internal IP address range(s)欄に表示された IPレンジを選択します。Removeボタンをクリックします。 

Resolve internal addresses using NetBIOS 

NetBIOSを使って名前解決を行なう場合にチェックを入れてください。 

Resolve internal addresses using DNS server 

DNSを使って名前解決を行なう場合にチェックを入れてください。 

Preferred internal DNS server 

プライマリの DNSサーバの IPアドレスを設定します。 

Alternate internal DNS server 

セカンダリの DNSサーバの IPアドレスを設定します。 
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External IP Address Name Resolution セクション 

主に WANにおける名前解決の手段を設定します。 

Resolve external addresses using NetBIOS 

NetBIOSを使って名前解決を行なう場合にチェックを入れてください。 

Resolve external addresses using DNS server 

DNSを使って名前解決を行なう場合にチェックを入れてください。 

Preferred external DNS server 

プライマリの DNSサーバの IPアドレスを設定します。 

Alternate external DNS server 

セカンダリの DNSサーバの IPアドレスを設定します。 

Flush DNS cache after [   ] day(s) 

DNS が溜めたキャッシュ情報を定期的にリセットしたい場合に、その間隔日数を設定します。

デフォルト設定は１（日）です。 

DNS Query timeout [   ] second(s) 

DNS検索時間の上限を設定します。デフォルト設定は５（秒）です 
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7.4.2 Device Wizard 

このメニューオプションをクリックすると、Device Wizard が表示されます。 

Device Wizard は新しいデバイスを CatToolsデータベースに追加する手順をガイドします。 

 

 

注意 Devicesペインの Add ボタンをクリックして、デバイスを追加することもできます。 
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7.4.3 Activities Wizard 

このメニューオプションをクリックすると、Activities Wizard が表示されます。 

Activities Wizard は新しいアクティビティを CatToolsデータベースに追加する手順をガイドします。 

 

 

注意 Activities ペインの Add ボタンをクリックして、アクティビティを追加することもできます。 
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7.5 ファイルメニュー - Interface 

このメニューからは Panesおよび Themes インターフェースオプションを変更できます。 

 

 

7.5.1 Panes 

Interface ⇒ Panes の下には複数のオプションがあります。 

 

 

サブメニューに表示されるペイン一覧 

Activities ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Devices ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Activity Log ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Compare ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Info Log ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Report ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

TFTP ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Display ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

Mail ： 選択/選択解除で、そのペインの表示/非表示の切り替え。 

 

Save user defined layout ： 現在のペインレイアウトを保存します。 
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注意 CatToolsはアプリケーションの終了時に、自動的に現在のペインレイアウトを保存します。 

 

Restore user defined layout ： 前回保存したペインレイアウトに戻すことができます。 

Restore to default layout ： CatTools のデフォルトのペインレイアウトに戻すことができます。 

7.5.2 Themes 

Interface ⇒ Thems の下には複数のテーマが表示されます。 

サブメニューに表示されるテーマ一覧 

テーマを変更すると、CatTools インターフェースの配色等が変更されます。 

 

 

 

Office 2000 を選択した場合 
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Office 2003 を選択した場合 

 

 

 

Office 2007 を選択した場合 
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Whidbey を選択した場合 

 

 

7.6 ファイルメニュー - Help 

ヘルプの表示、登録情報の参照と設定、CatToolsの Web サイトの閲覧等が行えます。 
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7.6.1 Contents 

このメニューでは、インストールされたオンラインヘルプの目次が表示されます。 

 

このヘルプファイルは、項目内容、リンクによってはインターネット上のアドレスを参照します。 

7.6.2 Online FAQ 

このメニューでは、ブラウザが起動し、インターネット上のメーカーの製品紹介ページが表示されます。 

 

注意 この機能のリンク先のページデザインは常時変更されています。 

7.6.3 Purchase CatTools 

このメニューでは、ブラウザが起動し、インターネット上のメーカーの購入方法紹介ページが表示されま

す。お見積もり、ご購入のご相談等ございましたら、弊社までお問い合わせください。 

 

注意 この機能のリンク先のページデザインは常時変更されています。 

7.6.4 Enter registration details 

このメニューでは、Registration Details ウィンドウが表示されます。 

CatToolsのライセンスを登録済みの場合は、ご使用の登録情報が表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/contact/index.php
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7.6.4.1 正規ライセンスを登録済みの場合 

正規ライセンスを登録し、アクティベーションが完了している場合は、下の様なウィンドウが表示されま

す。 

 

Restart CatTools 

CatTools のインターフェースとアプリケーション（サービスモードでインストールした場合は CatTools

サービス）を再起動します。 

Close 

License Status ウィンドウを閉じます。 

7.6.4.2 評価期間中の場合（評価ライセンスモードの場合） 

評価期間中の場合は、下図のウィンドウが表示され、Cancel ボタンをクリックすると評価ライセンスの詳

細が表示されます。 
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Restart CatTools 

CatTools のインターフェースとアプリケーション（サービスモードでインストールした場合は CatTools

サービス）を再起動します。 

Close 

ウィンドウを閉じます。 

 

正規ライセンスの登録と本製品のアクティベーション手順につきましては、別資料「CatTools セットアップ

ガイド」をご参照下さい。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/kiwicattools_setupguide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/kiwicattools_setupguide.pdf
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About 

このメニューでは、About ウィンドウが開き、プログラムのバージョン番号、登録内容、サポート情報

などが表示されます。 
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8 インターフェースのデザイン 

CatToolsはペインインターフェース・テクノロジーが実装されています。 

ペインインターフェースは基本的にタブレイアウトと同じですが、ユーザーが必要に応じてペインの表示/

非表示を切り替えたり、同時に複数のペインを表示させたりといったカスタマイズが可能です。 

 

注意 この機能を使用する場合は Themes に Office 2000 以外を選択する必要があります。Office 

2000 タイプのウィンドウ表示形式では、ペインインターフェース・テクノロジーが機能しません。 

8.1 インターフェースデザインの変更 

CatTools はインターフェーススタイルを変更することで、ペインインターフェース・テクノロジーによる自由

なペイン配置の変更が出来ます。 

8.2 ペインのドッキング 

ペインは様々な場所にドッキングできます。 

例えば、ウィンドウの上下左右、他のペインの上下左右などにドッキングすることができます。 

ペインのドッキング位置を変更するには、次の手順を実行します。 

 

1. ドッキング位置を変更したいペイン名部分にマウスポインタを合わせて、左ボタンを押したままペイ

ン内にドラッグします。ドッキングペイン・ロケーター（ウィンドウの上下左右にオーバーレイされる矢

印と中央に丸いボタンを囲んだ矢印のマーク）がウィンドウ内に表示されます。 
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2. マウスボタンを押したまま、ドッキングペイン・ロケーターの任意のマークの上までカーソルを移動さ

せます。ペインがドッキングされる位置がグレー表示されます。 

3. マウスボタンを放すと、その場所にペインが移動します。 

注意 ペインの移動は、ドッキングペイン・ローケイターのマークの上にドロップします。 

 

下図は、Display ペインをロケーターの右側マークを使ってウィンドウの右端に移動させた場合の例で

す。 

このペインは上段のペインの一番右側にドッキングされます。 

例えば Display ペインを Activity ペインのタブにする場合は、この状態で真ん中のマークにマウスポイン

タをドロップします。 

 

8.3 ペインの移動/グループ化 

ペインをグループ間で移動させるには、次の手順を実行します。 

 

1. 移動させたいペインにマウスボタンを合わせて、左ボタンを押したままグループ化したいペイン内に

ドラッグします。ドッキングペイン・ロケーターがウィンドウ内に表示されます。 

2. マウスボタンを押したまま、グループ化するペインに表示されるロケーターの中央マークの上までカ

ーソルを移動させます。ペイン全体がハイライト表示されます(下図参照)。 
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3. マウスボタンを放すと、ペインが新しくグループに追加されます。 

 

下図は Devices ペインを左上のペイングループからウィンドウ下部の Activity Log にグループ化する場

合の例です。 

 

 

8.4 レイアウトの再調整および保存 

ペインレイアウトは簡単に再調整できます。再調整を行うには、マウスカーソルをペインの端に合わせ左

ボタンを押し下げたままロケーターが表示されるところまで動かし、さらに移動させたいロケーターのマー

ク上でマウスを放します。 

 

レイアウトが決まったら、Interface ⇒ Panes ⇒ Save user defined layout を選択して作成したレイアウ

トを保存することができます。 

CatToolsはアプリケーションの終了時にも変更を自動で保存します。 

下図は複数のペイングループごとにウィンドウサイズの変更を行った例です。 
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8.5 ペインをデフォルト状態に戻す 

ペインをデフォルト状態に戻すには、Interface ⇒ Panes ⇒ Restore to default layout を選択します。 

8.6 コンテクストメニュー 

各タブの下部にあるボタンの機能は、ペインに表示されている行を選択してマウスの右ボタンをクリック

することでコンテクストメニューからも実行できます。 

 

このコンテクストメニューの中には、現在選択しているペイン固有のアイテムへのメニューもあります。 

例えばActivitiesペインには、アクティビティに関係するデータ列の表示/非表示を切り替える為のサブア

イテムを含む Colum というアイテムがあります。 

Show Grouping box をクリックすると、データ列ごとにアクティビティがグループ化されて表示されます。 

Restore default layout をクリックすると、デフォルトのレイアウトに戻すことができます。 
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9 通知 

CatToolsにはイベント発生を E メールで通知する機能が用意されています。 

9.1 E メール 

E メール送信は CatToolsがイベントの発生の通知に使う手段の１つです。 

CatTools内蔵のメーラーエンジンは、アクティビティによって作成されたレポートやエラー通知を 

E メールで送信する為の柔軟な機能を備えています。 

 

このエンジンは通常、CatTools のメインタスクとは非同期で実行されます。CatTools によって E メール通

知が作成されると、メーラーに渡されます。メーラーは通知に基づいてメッセージを作成しますが、すぐに

メッセージを送信せず、CatTools で設定されている待ち時間中はそれをキューに入れておきます。

CatToolsはメッセージがキューに入ると処理を続行します。設定された間隔でメーラーはメールサーバに

接続し、キューに入っているメッセージをメールサーバに転送します。その間、CatTools のメインタスクは

中断されずに実行状態を保ちます。 

キューに入れることによって、メッセージは送信されるまで安全な状態を保つことができます。メールサー

バが何らかの理由によって使用できないときは、メッセージはメールサーバが復旧するまでキューに保

存されます。 

メーラーはプライマリサーバが使用できないときは、セカンダリメールサーバ経由でもメッセージを送信で

きます。 

メールサーバでの認証もサポートされています。ユーザー名とパスワードを使って、標準的に使用されて

いるSMTP AUTHタイプの認証を行います。メーラーはメッセージをSMTPサーバに送信する前にユーザ

ー名とパスワードをリンク先の POPサーバに送信することもできます。 
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10 高度な設定・使用方法 

CatTools は、新規のデバイスや複雑な動作などの問題を解決する為に、より高度な設定や使用方法を

利用する事が出来ます。 

10.1 カスタムデバイスの作成 

CatToolsには、ご使用のデバイスが事前定義済みのデバイスタイプ一覧に存在しない場合に 

独自のカスタムデバイスタイプを作成する機能とそのためのスクリプトファイルが付属しています。 

10.1.1 カスタムデバイスの概要 

CatTools でサポートデバイスタイプを追加するには、次の２つのファイルが必要です。 

1. デバイスタイプファイル (.ini ファイル) 

このファイルは次の項目について定義します。 

デバイスタイプ名 

デバイス ID 

ユーザーインターフェースのフィールド値およびデフォルト値（Device Information 画面に表示されま

す。） 

2. デバイススクリプトファイル (.txt ファイル) 

作成するデバイスタイプに適用するコードを記述します。このファイルがあって初めて、作成したタイ

プのデバイスにCatToolsからログインする、異なるモードに入る（enter）/出る（exit）、異なるアクティ

ビティ(例えば、コンフィグレーションのバックアップ、CLI コマンドの送信、コンフィグレーションの変更

等)を実行し、コマンド結果データをレポートとして出力する等ができるようになります。 

 

デバイススクリプトファイルには、CatTools の内部プログラムコードに含まれている変数の参照や関数の

呼び出しも記述することができます。これらの変数や関数には cl.という接頭辞が付けられています。こ

れらの cl.変数および関数のリストについては本章で説明します。カスタムデバイススクリプトの開発に

役立ちます。 

10.1.2 カスタムデバイスタイプファイル(.ini) 

カスタムデバイスタイプを新しく作成する際に活用できるテンプレートファイルが付属しています。テンプ

レートファイルの名前は Custom.Device.Template.iniで、¥Templates フォルダにあります。 

このテンプレートファイルは、CatTools で事前定義済みのデバイスタイプの一部として付属しています。

CatTools の事前定義済みデバイスタイプファイルは、CatTools の新しいバージョンのリリース時に随時

(必要であれば)更新されます。 
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このため、新しいカスタムデバイスタイプを作成する目的でテンプレートファイル自体を変更することは絶

対にしないでください。 

CatTools に新しいカスタムデバイスタイプを作成する必要がある場合は、まず¥Templates フォルダに

ある Custom.Device.Template.ini テンプレートファイルをコピーして¥Devices フォルダに別の

名前を付けて保存します。これがデバイスタイプファイルを作成する最初の作業です。 

ファイル名を付ける際には、なるべく次の命名規則に従ってください。 

 

Custom.Manufacturer.Type 

Custom CatTools の事前定義済みデバイスタイプと区別する為に使用します。

Device Type ドロップダウンリスト内にグループ化されて表示されます。 

Manufacturer デバイスのメーカーまたはサプライヤー名 

(Cisco、Nortel、3Com、Juniper、Foundry、Enterasys等) 

Type デバイスのタイプ（router、switch、firewall 等）* 

 

*Typeとしてデバイスの型番を指定することは避けてください。これは、Manufacturer と Typeが同じ

別型番のデバイスに対してスクリプトを再利用できる様にする為です。 

例えば、Cisco PIX 501 と Cisco PIX 515は Custom.Cisco.Firewall、Custom.Cisco.PIX、 

Custom.Cisco.FirewallPIX スクリプトを使用できます。同種の型番違いのデバイスは、そのデバイ

ス.iniファイルの[item_Model]セクションで指定するか、実行時にModelドロップダウンリストに対

象型番を追加できます。 

 

注意 事前定義済みデバイスタイプのModelフィールド値は、関連付けられているデバイススクリ

プトファイル(.txt)の動作に影響を与えません。 

 

この命名規則に従うことをお勧めしますが、カスタムデバイススクリプトファイル（.txt）はアプリケーション

の制限内であればユーザーが可能な限り自由に実装できるように設計されています。 

したがって、カスタムデバイススクリプト内で型番固有の動作を定義する必要がある場合は、それに応じ

てデバイススクリプトファイルをコーディングしてください。 

10.1.3 カスタムデバイスタイプファイル（.ini）の構造 

テキストファイル（.ini ファイル）を使ってデバイスタイプを定義し、その定義ファイルを CatTools のルート

ディレクトリ下にある¥Devices フォルダに保存します。Device Information 画面の Device type ドロップ

ダウンリストに表示される項目ごとに対応する.ini ファイルが存在します。 

CatToolsを起動すると、¥Devicesフォルダにあるすべての.iniファイルが検索され、内容が読み込まれ

ます。検索されたデバイスタイプはすべて Device Type ドロップダウンリストに表示され、デバイスを定義

するときに選択することができるようになります。 
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新しいカスタムデバイスタイプを追加するには、新しい.ini ファイルを作成し、デバイスとその特徴を定義

する必要があります。 

.ini ファイルの内容は[...]セクション別に分けられています。主なセクションについて説明します。 

[info]セクション 

.ini ファイルが CatTools のファイルであることを示す必須項目です。次のように記述します。

[info] 

cookie=CatTools 

version=3 

author=Kiwi Enterprises 

[device]セクション 

CatToolsのインターフェース(例えば、Device type ドロップダウンリスト)やスクリプト内で使

用される名前を定義するもので、必須項目です。また、CatToolsのデータベース内で使用す

るデバイスタイプの固有キー(id)もここで定義します。次のように記述します。 

 

[device] 

name= Custom.Manufacturer.Type 

id=4000 

 

[device]セクションのnameには.iniファイル名と類似の(あるいは同じ)名前を定義できますが、ini

ファイル名を定義するものではありません。この name はユーザーインターフェース内で使用される

デバイスタイプ名を定義するものです。スペースを入れず、ピリオド(.)で区切ってください。 

事前定義済みのデバイスタイプ用に 0～3999の idが予約されています。 

ユーザーが作成するカスタムデバイスタイプに設定できる番号の範囲は 4000～4999 です。id を

定義する際は 4000～4999 の番号を使用し、使用する番号が重複しない固有の番号であることを

確認してください。 

[item]セクション 

[item_xxx]の各項目では、CatTools の Device Information 画面のユーザーインターフェースで

使用される入力フィールドについて定義します。次のように記述します。 

 

[item_group] 

name=Group 

default= Unique device name 

required=1 
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info=”The logical group that this device belongs to.” 

 

CatTools のユーザーインターフェースとして表示される入力フィールドごとに[item_xxx]セクショ

ンを作成し、個別に定義します。 

name には、入力フィールドや選択フィールドの横に表示されるテキスト(またはラベル)を定義しま

す。 

default には、新しいデバイスをデータベースに追加する際に使用するデフォルト値を定義しま

す。 

required には、そのフィールドに有効なデータを入力すること(事前定義済みのリストから選択す

るかユーザー自身で値を入力するといった操作)が必須であるかどうかを指定します。必須でない

場合は 0、必須である場合は 1を指定します。 

info には、このフィールドに関連する説明を定義します。ここで定義したテキストはフィールド内に

カーソルを置いたときにユーザーインターフェースのステータスバーに表示されます。 

上記の[item_group]セクションは、ユーザーインターフェース内で使用されている標準的なテキ

ストボックス入力フィールドの例です。 

入力フィールドがリストボックスの場合は、該当する[item_xxx]セクションに list を追加してリ

ストボックスに表示する選択項目を定義する必要があります(以下をご参照ください)。 

 

例 ） 

[item_model] 

name=Model 

default=Other 

required=0 

info=”The device model number.” 

list=501,515,Other 

 

list には、設定対象のリストボックス内に表示する各選択項目の文字列をコンマで区切って記述

します。 

default には、新しいデバイスを追加する際に選択項目内のどの項目をデフォルト値として表示

するかを指定します。 

入力フィールドがチェックボックスである場合は、0または 1を指定します。1以外の値はすべて 0と

みなされます。 

チェックボックスの記述例については以下をご参照ください。この例では、チェックボックスのデフォ

ルト値として 1が指定されています(デフォルトでチェックが入っている状態で表示されます)。 

 

[item_require_vty_login] 

name=Initial login requires password 
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default=1 

required=0 

info=”This device requires an initial password for access” 

 

各フィールドのサイズ(入力可能なデータの長さ)は CatTools のデータベース設計によって決まりま

す。CatTools のユーザーインターフェースを介して入力されたデータが対象フィールドに対して長す

ぎる場合は適宜切り捨てられます。 

10.1.4 カスタムデバイスタイプファイル（.ini）のサンプル 

下記はカスタムデバイスタイプファイル（.ini）ファイルのサンプルです。いくつかの項目の値を色つきで表

示しています。 

 

最も重要で必ず変更しなければならない項目値は赤色で表示しています。これらの項目には重複しない

固有の値を設定する必要があります。固有の値を設定しなかった場合、デバイスタイプが CatTools の

Device Type ドロップダウンリストに表示されません。 

必要に応じて変更する項目値は緑色で表示しています。 

コメントは青色で表示しています。 

 

注意 実際の.ini ファイルにはコメントを記入しないでください。 

 

黒字部分はすべて元の設定のままにしておくことをお勧めします。ただし、name や info など一部の項

目についてはご使用のデバイスに関係の深い値に変更しても構いません。 

nameに指定したテキスト値は、フォーム内に表示されるフィールドラベルとなります。 

info に指定したテキスト値は、フォーム内のフィールドを選択したとき(つまり、カーソルを置いたとき)に

ステータスバーに表示されるテキストとなります。 

.iniファイルの変更が終わったら、必ず¥Devicesフォルダに保存してください。Device Typeドロップダウ

ンリストに新しいカスタムデバイスタイプを表示させるには、CatTools を再起動する必要があります。 

 

[info] 

cookie=CatTools 

version=3 

author=SolarWinds 自分の名前を入力するかデフォルトのままにしておいてください。 

 

[device] 

name=Custom.Manufacturer.Type重複しない固有の名前に変更してください 

(例： Custom.Cisco.Router)。注意：：： 区切りには空白を入れず、ピリオド(.)を入力します。 
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id=4000  4000～4999の重複しない固有の番号を入力してください。 

# Device info 

[item_Group] 

name=Group 

default=Defaultデバイスのデフォルトのグループ名を入力します。このままでも構いません。 

required=1 

info=”The logical group that this device belongs to.” 

 

[item_Name] 

name=Name 

default=Unique device name重複しない固有のデバイス名を入力します。 

required=1 

info=”A unique name for this device. e.g. sales-router or head-office-3500.” 

 

[item_HostAddress] 

name=Host Address 

default=127.0.0.1 

required=1 

info=”IP address or host name of the device.” 

 

[item_Filename] 

name=File Name 

default=  

required=1 

info=”The base file name to use for this device (unique).” 

 

[item_Model] 

name=Model 

default=Custom 下記の list 項目の中からデフォルトで表示する型番を指定します。このままでも構

いません。 

required=0 

info=”The device model number.” 

list=Custom 型番を追加する場合はコンマで区切ってください。例：Custom,501,515 

 

[item_ConnectVia] 

name=Connect via 

default=Direct connect 
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required=1 

info=”The name of another device to connect to first.” 

 

[item_Telnet] 

name=Method 

default=Telnet下記の list項目の中からデフォルトで表示する通信方法を指定します(SSHのみに対

応しているデバイスの場合、適宜デフォルト値を変更してください)。 

required=1 

list=Telnet,SSH1,SSH2,SSH2-nopty,SSH1-DES,SSH1-3DES,SSH1-Blowfish,Cisco SSH  

リストは適宜変更してください。 

info=”Connection method to use.” 

[item_TelnetPort] 

name=Port 

default=23 下記の list 項目の中からデフォルトで表示するポートを指定します。ユーザーインターフ

ェースの中で Method が変更されると、Port フィールドの値は自動的に変更されます。 

required=1 

list=23,22 

info=”Port number to use.” 

 

# Passwords 

[item_VTYPass] 

name=VTY Password 

default= 

required=0 

info=”VTY password.” 

 

[item_EnablePass] 

name=Enable Password 

default= 

required=0 

info=”Enable or privilege password.” 

 

[item_PrivilegeLevel] 

name=Privilege Level 

default= 

required=0 

info=”Sets the enable mode privilege level. (Not required in most cases)” 
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[item_ConsolePass] 

name=Console Password 

default= 

required=0 

info=”The console (com port connection) password.” 

 

[item_AAAUsername] 

name=Username 

default= 

required=0 

info=”AAA/TACACS/RADIUS/Local username.” 

 

[item_AAAPassword] 

name=Password 

default= 

required=0 

info=”AAA/TACACS/RADIUS/Local password.” 

 

[item_SSHPassword] 

name=SSH Password 

default= 

required=0 

info=”SSH password.” 

 

[item_SSHUsername] 

name=SSH Username 

default= 

required=0 

info=”SSH username.” 

 

[item_SNMPRead] 

name=SNMP Read 

default= 

required=0 

info=”SNMP Read community name.” 

 

[item_SNMPWrite] 
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name=SNMP Write 

default= 

required=0 

info=”SNMP Write community name.” 

 

[item_RequireVTYLogin] 

name=Initial login requires password 

default=1 

required=0 

info=”This device requires an initial password for access” 

 

[item_LoginUsesAAA] 

name=Initial login requires username/password 

default=0 

required=0 

info=”The initial access requires a username and password” 

 

[item_EnableUsesAAA] 

name=Enable mode requires username/password 

default=0 

required=0 

info=”Enable mode access requires a username and password” 

 

# Prompts 

[item_VTYPrompt] 

name=VTY Prompt 

info=”Expected VTY prompt from the device. (Only required if non standard prompt is used)” 

[item_EnablePrompt] 

name=Enable Prompt 

info=”Expected enable mode prompt from the device. (Only required if non standard prompt is 

used)” 

[item_ConsolePrompt] 

name=Console Prompt 

info=”Expected console prompt from the device. (Only required if non standard prompt is used)” 

[item_AAAUserPrompt] 

name=Username prompt 

info=”Expected Username prompt from the device or AAA server. (Only required if non standard 
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prompt is used)” 

[item_AAAPassPrompt] 

name=Password prompt 

info=”Expected AAA Password prompt from the device or AAA server. (Only required if non 

standard prompt is used)” 

# Contact info 

[item_Address1] 

name=Address1 

default= 

required=0 

info=”Location of the device” 

 

[item_Address2] 

name=Address2 

default= 

required=0 

info=”Location of the device” 

 

[item_Address3] 

name=Address3 

default= 

required=0 

info=”Location of the device” 

 

[item_ContactName] 

name=Contact Name 

default= 

required=0 

info=”The name of the person responsible for this device.” 

 

[item_ContactPhone] 

name=Contact Phone 

default= 

required=0 

info=”How to contact the person responsible for this device” 

 

[item_ContactEmail] 
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name=Contact E-mail 

default= 

required=0 

info=”How to contact the person responsible for this device” 

 

[item_ContactOther] 

name=Contact Other 

default= 

required=0 

info=”Any additional contact info” 

 

[item_AlertEmail] 

name=Alert e-mail 

default= 

required=0 

info=”Who to notify by e-mail of any alarms or alerts for this device” 

 

[item_SerialNumber] 

name=Serial number 

default= 

required=0 

info=”The serial number of this device” 

 

[item_AssetTag] 

name=Asset Tag 

default= 

required=0 

info=”Asset tag information” 

 

[item_Identification] 

name=Identification 

default= 

required=0 

info=”Identification info for this device” 

 

[item_SerialOther] 

name=Other info 
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default= 

required=0 

info=”Any other serial number information” 

 

[item_ActivitySpecific1] 

name=Activity Specific1 

default= 

required=0 

info=”Information specific to a particular activity” 

[item_ActivitySpecific2] 

name=Activity Specific2 

default= 

required=0 

info=”Information specific to a particular activity” 

10.1.5 カスタムデバイススクリプトファイル(.txt) 

10.1.5.1 CatToolsのデバイススクリプト 

CatToolsのデバイススクリプトはテキストファイル(.txt ファイル)を使って定義し、CatToolsのルートディレ

クトリ下にある¥Scripts フォルダに保存します。 

アクティビティが実行される際、CatTools はデバイスタイプファイル(.ini)から [device] セクションの name

値を読み込み、どのデバイススクリプトファイル(.txt)を使用すべきかを判断します。したがって、それぞれ

の.txtファイルの名前は、.対応する iniファイルと.txtファイルの名前を拡張子以外まったく同じに設定し、

なおかつ対応するカスタムデバイスタイプファイル（.ini）内の name値と同値でなければなりません。 

CatTools の定義済みデバイスタイプにはすべてスクリプトファイル(.txt)が関連付けられており、それらの

ファイルは暗号化されています。暗号化されている理由は２つあります。 

１つは、開発元の知的財産権を保護する為です。 

もう１つは、実行時にスクリプトが動作しないという事態を招くおそれのある無断変更を防ぐためです。 

10.1.5.2 カスタムデバイススクリプトファイル(.txt)のテンプレート 

CatTools にはカスタムデバイススクリプトの作成を支援するテンプレートファイルが付属しています(この

テンプレートは Cisco 製ルータをサンプルに記述されています )。テンプレートファイルの名前は

Custom.Device.Template.txtで、CatTools のルートディレクトリ下の 

¥Templatesフォルダにあります。 

 

このテンプレートファイルは、事前定義済みのデバイススクリプトの一部として CatTools に付属している
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ものですが、暗号化はされていません。CatTools のすべての定義済みのデバイススクリプトファイルは、

CatTools 製品の新バージョンが発行される際に随時(必要であれば)更新されます。このため、新しいカ

スタムデバイススクリプトを作成する目的でテンプレートファイル自体を変更することは絶対にしないでく

ださい。新しいカスタムデバイススクリプトを作成する必要がある場合は、テンプレートファイルをコピーし

て¥Scriptsフォルダに別の名前を付けて保存してください。 

10.1.5.3 カスタムデバイススクリプトファイル(.txt)の作成 

CatTools に新しいカスタムデバイススクリプトを追加する場合、まず¥Templates フォルダにある

Custom.Device.Template.txt テンプレートファイルをコピーして¥Scripts フォルダに保存しま

す。このときファイル名は、デバイスタイプファイル(.ini)の [device] セクションで name に指定した値と同

じにし、.txt という拡張子を付けてください。これがデバイススクリプトファイルを作成する最初の作業で

す。 

 

例： 

Cisco ASA Firewall デバイス用のカスタムデバイススクリプトを新規作成するとします。準備として

Custom.Cisco.FirewallASA.ini という.ini ファイルを作成し、[device] セクションの name に

Custom.Cisco.FirewallASA と指定します。この場合、カスタムデバイススクリプトファイルの名前

は Custom.Cisco.FirewallASA.txt となります。 

10.1.6 カスタムデバイススクリプトファイル(.txt)の構造 

カスタムデバイススクリプトファイル(.txt)を開き、必要であればご使用のデバイスに合わせてスクリプトが

動作するように編集します。 

.txt ファイルには変更する際の手順やヒントなど多くのコメントが書かれていますが、注意しなければなら

ない重要な項目はいくつかしかなく、それらはスクリプトファイルの冒頭に書かれています。 

10.1.6.1 共通事項 

スクリプトの 1行目に次の記述があります。 

 

Attribute VB_Name = “Dev_CustomDeviceTemplate” 

 

これは Visual Basic(あるいは同等の)開発環境に表示されるこのデバイススクリプトファイルの Visual 

Basicモジュール名です。 

この行は VB 開発環境でファイルを編集しているときは表示されませんが、他のエディターには表示され

る場合があります。 

“Dev_CustomDeviceTemplate”はカスタムテンプレートファイルモジュールに付けられた名前です。
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カスタムデバイスファイルがたくさんある場合は、この名前を作成したデバイススクリプトのファイル名を

反映した名前に変更するほうが良いこともあります。名前を変えることによって、複数のカスタムデバイ

ススクリプトファイルをご使用の VB 開発環境で同時に(１つのプロジェクト内で)開くことができるようにな

ります。 

スクリプトの編集にテキストベースのエディター(メモ帳など)を使用している場合は、モジュール名の変更

は任意です。しかし、混乱を避けるには、この名前を変更しておいたほうが良いでしょう。 

Option Explicit 

 

このステートメントはスクリプト内のすべての変数に対して、明示的な宣言を強制します。したがって、

Dim ステートメントを使ってすべての変数を明示的に宣言する必要があります。宣言を変更するときは

ReDim ステートメントを使います。未宣言の変数名を使おうとすると、コンパイル時にエラーが発生しま

す。 

 

注意 デバイススクリプトファイルはVisual Basicスクリプト言語(VBスクリプト)を使用している為、

変数の型宣言はありません。 

10.1.6.2 定数宣言 

Option Explicitステートメント下にすべてのスクリプト定数宣言が記述されています。 

Private Const SCRIPT_NAME = “Device Template” 

SCRIPT_NAME 定数はスクリプトファイルへの参照を指定します。この参照はスクリプトが呼び出される

と必ず Info Log ペインおよび Infolog.txt ファイルに表示されます。 

 

Private Const DEVICE_ 

 

DEVICE_定数にはデバイスのコンフィグレーションやデバイスからの応答を定義します。例えば

DEVICE_USERNAMEPROMPT = “Username:”は、デバイスから “Username:” プロンプトを受け取る

と常にユーザー名を入力します。 

 

Private Const COMMAND_ 

 

COMMAND_定数はアクティビティの実行時に特定のタスクまたはアクションを実行する為に CatTools が

デバイスに対して送信するコマンドを定義します。例えば、 

COMMAND_ENTERENABLEMODE = “enable”は、デバイスの enable モードに入るときに CatTools が

デバイスに対して enable コマンドを送信します。 

10.1.6.3 メモ 
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--- SCRIPT NOTES ---  

 

SCRIPT NOTESセクションには、有用な情報とスクリプト作成の初期段階において実行すべき作業につ

いて記載されています。ここに記載されている内容は必要に応じて書き換えて構いません。例えば、スク

リプト設定の初期に必要な作業を終え、もう再びその作業をする必要がない場合、SCRIPT NOTESセク

ションからそれらに関するテキストを全て削除して構いません。複雑なルーチンやスクリプト固有の振る

舞いなど、デバイススクリプトの管理担当者にとって役立つ情報はここに記載しておいてください。このよ

うな情報は完全なものである必要があり、全文をここに記載するか、完全な情報を記載している関連関

数を参照先として記載してください。 

 

--- DEVICE NOTES ---  

 

DEVICE NOTES セクションには、デバイス固有の振る舞いや特殊な動作など、デバイススクリプトの管

理担当者にとって役立つ情報を記載します。例：”The device you are creating the custom 

script for only supports SSH2.” 

10.1.6.4 必須関数 

CatTools がデバイスにアクセスしアクティビティを実行する為には、デバイススクリプト内で指定しなけれ

ばならない必須関数がいくつかあります。以下にその例を挙げます。 

Login デバイスに対する認証を行います。 

SendPostLoginCommands デバイスへのログイン成功後にコマンドを送信します。 

EnterEnableMode enableモードに移行します。 

SendPostEnterEnableModeCommands enable モードへの移行成功後に環境設定を行うコマンド

を送信します。 

SendSessionTerminationCommands デバイスからの exitまたは logoutに必要な 

コマンドを送信します。 

 

SendPostLoginCommands 関数には、必ずしもコマンドを記述する必要はありませんが、この関数自

体は定義されていなければならず、かつ TRUE値を返さなければなりません。 

同様に、ご使用のデバイスに Enable モードという概念がなくても、デバイススクリプトには

EnterEnableMode関数が定義されていなければなりません。この場合、TRUE値を返すコードが 1行

記述されていれば構いません。 

10.1.7 サポート対象外のアクティビティ 

デバイスのテンプレートファイルには、cl.CatToolsNoSupport CatTools クライアント関数を呼び出
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すアクティビティ関数が多く記述されています。 

アクティビティがサポート対象外であることを示すメッセージを Info Log ペインに表示するには、 

この cl.CatToolsNoSupport関数を呼び出す必要があります。 

 

ほとんどのアクティビティにおいて、cl.CatToolsNoSupport 関数を呼び出すコードは 1 行で記述で

きます。 

 

Function Activity_UpdatePassword() 

Call cl.CatToolsNoSupport 

End Function  

 

CatToolsのメインアクティビティスクリプトに値を返すために 2行目の記述が必要である場合もあります。 

 

Function Activity_TFTPUpload(iActionType, sTFTPServer, sTFTPFile, 

sResponseFile, bDoSaveToNVRAM) 

Call cl.CatToolsNoSupport 

Activity_TFTPUpload = “Not supported” 

End Function 

 

カスタムデバイススクリプトでサポート対象外のアクティビティに対するサポートを追加したい場合は、

cl.CatToolsNoSupport 関数の呼び出しを新しいコードで置換し、必要な場合は戻り値も変更する

必要があります。 

10.1.8 カスタムデバイススクリプトのテスト 

スクリプトの設定が終わったら、CatToolsで新しいデバイスに対してアクティビティを設定し正常に動作す

るかどうかをテストしてください。 

10.1.9 カスタムデバイススクリプトの cl.変数と関数 

カスタムデバイステンプレートスクリプトには、CatTools クライアント変数への参照やクライアント関数の

呼び出しが多く記述されています。これらの変数および関数は cl.接頭辞により識別できます。 

変数および関数はテンプレートスクリプト自体には(主にスクリプトファイルのサイズを抑制する為に)説明

が記載されていませんが、カスタムデバイステンプレートに記述されているそれぞれの変数や関数の使

用目的、関数については必要なパラメーターや戻り値について以下で説明します。 

10.1.9.1 カスタムデバイステンプレートスクリプトで使用できる変数 
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デバイスのコンフィグレーション変数 

(Device Information 画面に表示される各タブから読み込まれます。) 

 

Device Info タブ 

cl.CurDevName デバイスを参照する為にユーザーが割り当てた固有の名前 

(Name フィールド) 

cl.CurDevTelnet Telnet、SSHなどデバイスへの通信手段(Method フィールド) 

cl.CurDevGroup このデバイスが属する論理グループ(Group フィールド) 

cl.CurDevHostAddress このデバイスの IPアドレスまたはホスト名(Host Address フィールド) 

cl.CurDevModel デバイスモデル/シリアル番号(Model フィールド) 

cl.CurDevType CatToolsデバイスタイプ(Device Type フィールド) 

cl.CurDevFilename このデバイスのベースファイル名（ユニーク）(File Name フィールド) 

cl.CurDevConnectVia 最初に接続するデバイスの名前(Connect via フィールド) 

cl.CurDevTelnetPort 使用するポート番号(Port フィールド) 

 

Passwords タブ 

cl.CurDevVTYPass デバイスの VTYパスワード(VTY Password フィールド) 

cl.CurDevEnablePass デバイスの Enableパスワード(Enable Password フィールド) 

cl.CurDevPrivilegeLevel デバイスの Enableモードの特権レベル 

(Privilege Level フィールド) 

cl.CurDevAAAUsername デバイスのユーザー名(Username フィールド) 

cl.CurDevAAAPassword デバイスのパスワード(Password フィールド) 

cl.CurDevRequireVTYLogin デバイスがログイン時のみパスワードを要求する 

(Initial login requires password チェックボックス) 

cl.CurDevLoginUsesAAA デバイスがログイン時にユーザー名とパスワードを要求する 

(Initial login requires username/password チェックボックス) 

cl.CurDevEnableUsesAAA デバイスがEnableモードへの移行時にユーザー名とパスワードを

要求する 

(Enable mode uses AAA username/password fields チェックボック

ス) 

cl.CurDevConsolePass デバイスコンソール (com ポート接続 )パスワード  (Console 

Password フィールド) 

cl.CurDevSSHUsername SSHユーザー名(SSH Username フィールド) 

cl.CurDevSSHPassword SSHパスワード(SSH Password フィールド) 

cl.CurDevSNMPRead SNMP Read コミュニティ名(SNMP Read フィールド) 

cl.CurDevSNMPWrite SNMP Writeコミュニティ名(SNMP Write フィールド) 
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Prompts タブ 

cl.CurDevVTYPrompt ユーザーがデバイスに割り当てた VTY カスタムプロンプト 

(VTY Prompt フィールド) 

cl.CurDevEnablePrompt ユーザーがデバイスに割り当てた Enable モードのカスタムプロン

プト(Enable Prompt フィールド) 

cl.CurDevConsolePrompt ユーザーがデバイスに割り当てたデバイスコンソールカスタムプ

ロンプト(Console Prompt フィールド) 

cl.CurDevAAAUserPrompt ユーザーがデバイスに割り当てた AAA Usernameカスタムプロン

プト(Username prompt フィールド) 

cl.CurDevAAAPassPrompt ユーザーがデバイスに割り当てた AAA Password カスタムプロン

プト(Password prompt フィールド) 

 

Contact Info タブ 

cl.CurDevAddress1 デバイスの場所 (Address1 フィールド) 

cl.CurDevAddress2 デバイスの場所 (Address2 フィールド) 

cl.CurDevAddress3 デバイスの場所 (Address3 フィールド) 

cl.CurDevContactName このデバイスの責任者の名前(Contact Name フィールド) 

cl.CurDevContactPhone このデバイスの責任者の電話番号(Contact Phone フィールド) 

cl.CurDevContactEmail このデバイスの責任者のメールアドレス(Contact E-mail フィール

ド) 

cl.CurDevContactOther 追加の連絡情報 (Contact Other フィールド) 

cl.CurDevAlertEmail このデバイスのアラームまたはアラートを誰に E メール通知する

か(Alert e-mail フィールド) 

 

Extra Info タブ 

cl.CurDevSerialNumber このデバイスのシリアル番号(Serial number フィールド) 

cl.CurDevAssetTag アセットタグ情報(Asset Tag フィールド) 

cl.CurDevIdentification このデバイスの識別情報(Identification フィールド) 

cl.CurDevSerialOther その他のシリアル番号情報(Other info フィールド) 

cl.CurDevActivitySpecific1 特定アクティビティの固有情報(Activity Specific 1 フィールド) 

cl.CurDevActivitySpecific2 特定アクティビティの固有情報(Activity Specific 2 フィールド) 

 

その他の変数 

cl.RxBuffer デバイスから送信された応答データの文字列 

cl.ScheduleNumber 現在のスケジュール番号 
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cl.DeviceHostnameID ログイン成功後にデバイスから取得したデバイスのホスト名 

cl.DeviceVTYPrompt ホスト名＋DEVICE_STANDARDPROMPT 

cl.DeviceEnablePrompt ホスト名＋DEVICE_PRIVILEGEDPROMPT 

cl.DeviceConfigPrompt ホスト名＋DEVICE_CONFIGPROMPT 

10.1.9.2 カスタムデバイステンプレートスクリプトで使用できる関数 

汎用およびファイル関連 

cl.Initialise cl.変数を初期化(またはデフォルト値を設定)します。 

cl.Delay CatToolsを一定時間強制的に停止させます。 

cl.GetUniqueDeviceFileName デバイスに基づいて¥ClientTemp フォルダ内に固有の名前の

ファイルを生成します。 

cl.DBMetaCmd コマンドがデータベースのメタコマンドであるかどうか 

チェックし、その後処理します。 

cl.UtilityMetaCmd コマンドがユーティリティのメタコマンドであるかどうか 

チェックし、その後処理します。 

cl.Log Infolog.txt ファイルと Info Log ペインにテキスト行を送信します。 

cl.LogToFile データをファイルに書き込みます。 

 

デバイス関連 

cl.FlushRxBuffer cl.RxBuffer 文字列をクリアします。次のデータを受信する前に以

前の応答データをクリアしたいときに使用します。 

cl.DetermineHostname デバイスホスト名を設定し、cl.変数をプロンプト表示します。 

cl.SendData テキストをデバイスに送信します。 

cl.SendAndWaitForEcho テキストをデバイスに送信し、エコー(応答)を待ちます。 

cl.SendAndWaitForPrompt テキストをデバイスに送信し、エコー(応答)を待ち、デバイスにプロン

プトを表示します。 

cl.WaitForData デバイスから特定のデータ文字列が戻るのを待ちます。 

cl.WaitForMultData デバイスから特定のデータ文字列候補の中に含まれる任意の文字列

が戻るのを待ちます。 

 

テキスト操作関連 

cl.ReplaceText 文字列内の指定された部分文字列を別の文字列で置換

します。 

cl.TextRemoveBlankHeaderLines 文字列の先頭から空白ヘッダー行(デバイスの出力バッ

ファ等)を削除します。 
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cl.TextRemoveLinesContainingText テキストから指定された部分文字列を含む行を削除しま

す。 

cl.TextInText ある文字列内の指定された部分文字列の開始位置を返

します。 

cl.TextRemoveTextUpTo ある文字列を指定された部分文字列まで、または指定し

た部分文字列を含めてトリムします。 

 

アクティビティ関連 

cl.CatToolsNoSupport デバイススクリプトでサポート対象外のアクティビティであることを

示すために呼び出します。 

cl.DBCheckScheduleOption アクティビティ内で特定のオプションが選択されているかどうかを

確認します。 

10.1.9.3 関数詳細とコード例 

ここでは、カスタムデバイステンプレートスクリプトで使用できる関数について、引数やコード例なども織り

交ぜながらさらに詳しく説明します。 

10.1.9.3.1 Initialise 

 

【書式】 

 cl.Initialise() 

 

【出力結果】 

この関数は cl.変数を次のように初期化(またはデフォルト値を設定)します。 

 

cl.DeviceHostnameID = “” 

cl.DeviceVTYPrompt = “” 

cl.DeviceEnablePrompt = “” 

cl.DeviceConfigPrompt = “” 

cl.WaitForEcho = True 

cl.WaitForTime = 0 

10.1.9.3.2 Delay 

【書式】 

cl.Delay(lDuration) 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

254 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

【出力結果】 

この関数は CatTools を一定時間強制的に停止させます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つのみです。 

lDuration 停止時間（秒） 

10.1.9.3.3 GetUniqueDeviceFileName 

 

【書式】 

cl.GetUniqueDeviceFileName(sFolderName,sPrefixName) 

 

【出力結果】 

この関数はデバイスに基づいて\ClientTemp フォルダ内に固有の名前のファイルを生成します。パスと

固有ファイル名を示す配列（文字列）を返します。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは２つ（値渡し）です。 

sFolderName ファイル名の先頭に追加する文字列値。空文字許可。 

空文字の場合””を設定します。 

sPrefixName sFolderNameの後に追加する文字列値 

 

例 ） 

¥ClientTemp フォルダ内の一時ファイルに出力結果を書き込みます。 

‘ CLI接頭辞のみを使用して固有ファイルを作成します。 

sClientResultsFile = cl.GetUniqueDeviceFileName(“”, “CLI”) 

‘ RxBuffer 内のデータを作成した¥ClientTemp フォルダ内のファイルに書き込みます。 

cl.LogToFile sClientResultsFile, cl.RxBuffer 

10.1.9.3.4 DBMetaCmd 

【書式】 

cl.DBMetaCmd(sCmd) 
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【出力結果】 

この関数は、コマンドがデータベースメタコマンドであるかどうかチェックし、データベースメタコマンドであ

れば、そのコマンドを実行します。 

データベースメタコマンドを使うと、CatTools データベーステーブル内のフィールドをアクティビティの一部

で直接更新することができます。この更新はデバイス上では実行されません。 

データベースメタコマンドの構文は、%ctDB:tablename:fieldname:valueです。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです。 

sCmd 評価するコマンド文字列値 

 

戻り値は以下の通りです。 

0 コマンドがデータベースメタコマンドではない 

1 コマンドがデータベースメタコマンドであり、コマンド実行が成功 

（Debug メッセージが Info Log ペインに表示されます。） 

-1 コマンドはデータベースメタコマンドだが、コマンド実行が失敗 

（Error メッセージが Info Log ペインに表示されます。） 

 

例 ） 

送信コマンドがデータベースメタコマンドであるかどうか確認し、(デバイスコマンドなど)データベースメタ

コマンドでない場合、デバイスにそのコマンドを転送します。 

 

lRetVal = cl.DBMetaCmd(sCmd) 

If lRetVal = 0 Then ‘ データベースメタコマンドでない場合 

cl.FlushRxBuffer 

‘ デバイスにコマンドを送信し応答を待つ 

bRetVal = cl.SendAndWaitForEcho(sCmd) 

If bRetVal then 

‘ コマンドが応答したら実行する 

cl.SendData vbCr 

End if 

End If 

10.1.9.3.5 UtilityMetaCmd 

【書式】 

cl.UtilityMetaCmd(sCmd) 
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【出力結果】 

この関数は、コマンドがユーティリティメタコマンドであるかどうかチェックし、ユーティリティメタコマンドで

ればそのコマンドを実行します。ユーティティメタコマンドを使うと、Device.CLI.Send コマンドや

Device.CLI.Modify Config アクティビティ内で使用する様々なオプションを設定することができま

す。この設定はデバイス上では実行されません。 

ユーティリティメタコマンドは CatTools の一部の内部関数のデフォルトの振る舞いを変更します。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです。 

sCmd 評価するコマンド文字列値 

 

戻り値は以下の通りです。 

0 コマンドがユーティリティメタコマンドではない 

1 コマンドがユーティリティメタコマンドであり、コマンド実行が成功 

（Debug メッセージが Info Log ペインに表示されます。） 

-1 コマンドはユーティリティメタコマンドだが、コマンド実行が失敗 

（Error メッセージが Info Log ペインに表示されます。） 

 

例 ） 

送信するコマンドがユーティリティメタコマンドであるかどうか確認し、ユーティリティメタコマンドでない場

合、デバイスにそのコマンドを転送します。 

lRetVal = cl.UtilityMetaCmd(sCmd) 

If lRetVal = 0 Then ‘ ユーティリティメタコマンドでない場合 

cl.FlushRxBuffer 

‘ デバイスにコマンドを送信し応答を待つ 

bRetVal = cl.SendAndWaitForEcho(sCmd) 

If bRetVal then  

‘ コマンドが応答したら実行する 

cl.SendData vbCr 

End if 

End If 
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10.1.9.3.6 Log 

【書式】 

cl.Log(iPriority,sMessage) 

 

【出力結果】 

この関数は Infolog.txt ファイルと Info Log ペインにテキスト行を送信します。 

入力パラメーターは２つです。 

iPriority 1～4の整数で送信する行のログレベルを指定します。 

1=エラー、2=警告、3=情報、4=デバッグ 

sMessage 送信するテキストメッセージ 

 

例 ） 

レベル 4(デバッグ)のメッセージ “Login Device Template: Custom Device 1” を送信し記録

します(デバイステンプレートスクリプトの Const SCRIPT_NAMEに 

Device Template および Device Information 画面の Device info タブにある Name フィールドに

Custom Device 1が設定されているものとします)。 

 

cl.Log 4, “Login “ & SCRIPT_NAME & “: “ & cl.CurDevName 

10.1.9.3.7 LogToFile 

【書式】 

cl.LogToFile(sFilename, sData, bAppend) 

 

【出力結果】 

この関数はデータをファイルに書き込みます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは３つです。 

sFilename データを書き込むファイル名とパス文字列 

sData 書き込むデータ 

bAppend プール値（デフォルト値または未定義の場合は False） 

Trueの場合：追記/Falseの場合：上書き 

 

例 ）デバイスからの応答を C:¥ ドライブ直下の temp.txt ファイルに書き込みます。 

cl.LogToFile “c:¥temp.txt”, cl.RxBuffer, 1  
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10.1.9.3.8 CatToolsNoSupport 

【書式】 

cl.CatToolsNoSupport() 

 

【出力結果】 

この関数は、デバイススクリプトで現在サポート対象外のアクティビティであることを示すために呼び出さ

れます。 

10.1.9.3.9 DBCheckScheduleOption 

【書式】 

cl.DBCheckScheduleOption(lScheduleNumber, lOptionNumber) 

 

【出力結果】 

出力は Long値。 

この関数は、指定したアクティビティ内で特定のオプションが選択されているかどうかを確認します。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは２つです。 

lScheduleNumber 現在のスケジュール番号（Long） 

lOptionNumber 確認するアクティビティ内のオプション項目（Long） 

 

例 ） 

アクティビティ(ここでは Device.CLI.Send commands アクティビティ)によるコマンド出力結果を E メール送

信するかどうか確認します。 

lRetVal = cl.DBCheckScheduleOption(cl.ScheduleNumber, 8) 

If lRetVal = 1 then 

‘ E メール送信コマンドをここに記述します。 

End if 

10.1.9.3.10 FlushRxBuffer 

【書式】 

cl.FlushRxBuffer() 

 

【出力結果】 

この関数は、cl.RxBuffer 文字列をクリアします。通常は、次の応答データを受信する前に受信済み



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

259 

ジュピターテクノロジー株式会社 

のデバイス応答データをすべて削除する為に使用します。 

10.1.9.3.11 DetermineHostname 

【書式】 

cl.DetermineHostname(vStandardPrompt,vPrivilagedPrompt,vConfigPrompt) 

 

【出力結果】 

この関数は、下記の cl.変数を設定します。出力は論理値です。 

成功した場合には True 値を返します。 

cl.DeviceHostnameID デバイスのホスト名（例： DevHost123） 

以下のプロンプトの「ホスト名」部分 

cl.DeviceVTYPrompt ホスト名＋ 

DEVICE_STANDARDPROMPT 

例：  

DevHost123> 

cl.DeviceEnablePrompt ホスト名＋ 

DEVICE_PRIVILEGEDPROMPT 

例：  

DevHost123# 

cl.DeviceConfigPrompt ホスト名＋ 

DEVICE_CONFIGPROMPT 

例：  

DevHost123( 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは３つ（値渡し）です。これらのパラメーターは任意です。 

vStandardPrompt Variant型。 

デバイスの標準モードのプロンプト(または VTYプロンプト) 

指定されていない場合は、デフォルトで「>」が使用されます。 

vPrivilagedPrompt Variant型。 

デバイスの特権モードのプロンプト(または Enableプロンプト) 

指定されていない場合は、デフォルトで「#」が使用されます。 

vConfigPrompt Variant型。 

デバイスのコンフィグレーションモードのプロンプト(またはVTY

プロンプト) 

指定されていない場合は、デフォルトで「()が使用されます。 

10.1.9.3.12 SendData 

【書式】 

cl.SendData(sDataToSend) 
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【出力結果】 

この関数は、指定したテキストをデバイスに送信します。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです。 

sDataToSend デバイスに送信するデータ文字列 

 

例 ） 

デバイスにキャリッジリターン(CR)を送信します。 

cl.SendData vbCr 

10.1.9.3.13 SendAndWaitForEcho 

【書式】 

cl.SendAndWaitForEcho(sDataToSend) 

 

【出力結果】 

この関数は、デバイスにテキストを送信し、エコー（応答）を待ちます。テキストのエコーを待つことによっ

て、送信したはずの文字列が実際に送信されたことを確認します(文字列を送信してもデバイスからエコ

ーバックされてこない場合や文字列が置換されたり壊れたりしている場合に備えることが目的です)。出

力は論理値です。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです。 

sDataToSend デバイスに送信し、エコーバックを期待するデータ文字列 

 

戻り値は以下の通りです。 

True 期待通りの文字列がエコーされた 

False 期待通りの文字列がエコーされなかった 

 

この関数の後に cl.SendData vbCr と記述すると、エコーされた文字列がデバイス上で実行されま

す。 

例 ） 

デバイスに runningコンフィグレーションを表示するコマンドを送信し、エコーを待ちます。エコーされたら、

コマンドを実行します。 

bRetVal = cl.SendAndWaitForEcho(“show running-config”) 

If bRetVal then 
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cl.SendData vbCr 

End if 

10.1.9.3.14 SendAndWaitForPrompt 

【書式】 

cl.SendAndWaitForPrompt(sDataToSend) 

 

【出力結果】 

この関数は、テキストをデバイスに送信し、エコー(応答)を待ちます。エコーされた場合はその文字列が

実行され、関数は有効なデバイスプロンプト(標準または特権プロンプト)が戻されるまで待ちます。出力

は論理値です。 

通常この関数は、出力ページングを止める term len 0など出力結果が得られない既知の有効なコマ

ンドがデバイス上で実行される場合に呼び出します。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです。 

sDataToSend 送信しエコー後デバイス上で実行するデータ文字列 

 

戻り値は以下の通りです。 

True 文字列がエコーバックされ、コマンド実行後に期待通りのプロン

プトを受け取った 

False 期待通りのプロンプトを受け取らなかった 

10.1.9.3.15 WaitForData 

【書式】 

cl.WaitForData(sData, lTimeOut) 

 

【出力結果】 

この関数は、デバイスから特定のデータ文字列が返されるのを指定時間の間待ちます。 

出力は論理値です。 

【内容/引数】 

入力パラメーターは２つです。 

sData デバイスからの受け取りを待つデータ文字列 

lTimeOut 待ち時間（秒） 
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戻り値は以下の通りです。 

True 指定したタイムアウト時間内に文字列が見つかった 

False 指定したタイムアウト時間内に文字列が見つからなかった 

 

例 ） 

コンフィグモードを終了(exit)するコマンドを送信し、30秒以内に Enable モードのプロンプトが返されたか

どうかを確認します。 

cl.SendData Chr(26) ‘例： Ctrl-Z 

If cl.WaitForData(‘HostName1#’, 30) = False Then 

cl.Log 4, “Failed to exit Configure Terminal mode” 

End if 

10.1.9.3.16 WaitForMultData 

【書式】 

cl.WaitForMultData(rgMult, iChoices = 0, lTimeOut = 0) 

 

【出力結果】 

この関数は、特定のデータ文字列候補の中に含まれる任意の文字列がデバイスから指定時間内に返さ

れるのを待ちます。 

戻り値は Long 値です。この Long 値は、最初に見つかった文字列データアイテムの識別値です。指定し

たタイムアウト時間内に文字列が見つからなかった場合は、0が返されます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは３つです。 

rgMult デバイスから戻されるのを期待する文字列データアイテムの候補 

iChoices (任意) 検索するアイテム数（rgMult(0)を除く） 

指定がない場合は、関数自体が自動計算 

lTimeOut (任意) 待ち時間（秒） 

指定がない場合は、CatToolsのデフォルトの内部タイムアウト値を適用 

 

例 ） 

30秒以内にデバイスプロンプトの１つが戻されるのを待ちます。 

 

rgMult(1) = “HostName1>” 

rgMult(2) = “HostName1#” 

rgMult(3) = “HostName1(Config)” 
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iChoices = 3 

lTimeOut = 30 

iRetVal = cl.WaitForMultData(rgMult, iChoices, lTimeOut) 

If iRetVal = 0 Then 

cl.Log 4, “Failed to receive device prompt” 

End if 

 

タイムアウト指定なしの場合は、以下のように記述します。 

この場合は CatTools のデフォルトタイムアウト値が適用されます。 

cl.WaitForMultData(rgMult) 

 

タイムアウトを指定する場合は、第 3パラメーターにタイムアウト時間（秒）を渡します。 

cl.WaitForMultData(rgMult, , lTimeOut) 

 

上記２つの例の場合とも、iChoices（第 2パラメーター）値は関数が自動計算します。 

COMMAND_TIMEOUT 定数を使ってタイムアウト値を指定している場合は、次のように記述してタイムア

ウト値を増やすことができます。 

Const COMMAND_TIMEOUT = 30 ‘(例： 30秒) 

iTimeOutMultiplier = 2 ‘(2倍に延長) 

cl.WaitForMultData(rgMult, , COMMAND_TIMEOUT * iTimeOutMultiplier) 

10.1.9.3.17 ReplaceText 

【書式】 

cl.ReplaceText(sData, sFind, sReplace) 

 

【出力結果】 

この関数は、文字列内の指定された部分文字列を別の文字列で置換します。すべての該当する文字列

が別の文字列に置換されます。 

戻り値は置換後の新しい文字列です。置換が行われなかった場合は、元の文字列が返されます。

sData入力パラメーターの文字列長が 0の場合は、null文字が返されます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは３つです。 

sData 検索対象文字列 

sFind 置換対象文字列 

sReplace 置換する文字列 
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例 ） 

sDataオブジェクト内の”old text”という文字列をすべて”new data”に置換します。 

sData = cl.ReplaceText(sData, “old text”, “new text”) 

 

例 ） 

sDataオブジェクト内の null を取り除きます。 

sData = cl.ReplaceText(sData, Chr(0), “”) 

10.1.9.3.18 TextRemoveBlankHeaderLines 

【書式】 

cl.TextRemoveBlankHeaderLines(sData) 

 

【出力結果】 

この関数は、文字列の先頭から空白ヘッダー行(デバイスの出力バッファ等)を削除します。 

主に、デバイスから出力されたコンフィグレーションデータのバックアップファイルを作成する目的で使用

します。出力バッファ文字列の先頭から処理を開始し、キャリッジリターン<CR>または改行<LF>（または

その両方）のみの行を削除します。 

戻り値はトリム後の文字列値です。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは１つです（値渡し）。 

sData 処理対象の文字列 

 

例 ） 

sConfigDataバッファ文字列オブジェクトの先頭から空白行をすべて削除します。 

sConfigData = cl.TextRemoveBlankHeaderLines(sConfigData) 

10.1.9.3.19 TextRemoveLinesContainingText 

 

【書式】 

cl.TextRemoveLinesContainingText(sData, sFind) 

 

【出力結果】 

この関数は、テキストから指定された部分文字列を含む行を削除します。 

主に、デバイスからの出力データをもとにテキストファイルやレポートを作成する目的で使用します。 
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戻り値は指定された部分文字列が削除された文字列値です。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは２つです（値渡し）。 

sData 検索対象文字列 

sFind 検索する文字列 

 

例 ） 

sConfigData バッファ文字列オブジェクトから ”—More—” デバイスページングプロンプトテキストを含

むすべてのコンフィグ行を削除します。 

Const DEVICE_MORETEXT = “—More—“ 

sConfigData = cl.TextRemoveLinesContainingText(sConfigData,  

                 DEVICE_MORETEXT) 

10.1.9.3.20 TextInText 

【書式】 

cl.TextInText(sData, sFind) 

 

【出力結果】 

この関数は、ある文字列内の指定された部分文字列の開始位置（整数）を返します。 

指定された文字列が見つからなかった、あるいはいずれかの入力文字列長が 0 の場合は、0 が返され

ます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは２つです（値渡し）。 

sData 検索対象文字列 

sFind 検索する文字列 

例 ） 

デバイスヘッダーテキストの開始位置を検索し、戻り値が 0 の場合は、指定したヘッダーテキストが見つ

からなかったことを示すメッセージを Info Logに送信します。 

Const DEVICE_CONFIGHEADERTEXT = “Generating configuration:” 

iRetVal = cl.TextInText(sConfigData, DEVICE_CONFIGHEADERTEXT) 

If iRetVal = 0 then 

cl.Log 4, “Failed to find device configuration header text” 

End if 
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10.1.9.4 TextRemoveTextUpTo 

【書式】 

cl.TextRemoveTextUpTo(sData, sFind, bAndIncluding, bForwards) 

 

【出力結果】 

この関数は、テキストを指定された部分文字列まで、または指定した部分文字列を含めてトリムします。

トリムは、先頭から末尾、末尾から先頭のどちらの方向からでも処理できます。 

戻り値は、トリム後の文字列です。sFind で指定された部分文字列が見つからなかった場合は、元の

sData文字列が返されます。 

 

【内容/引数】 

入力パラメーターは４つです（値渡し）。第 3、4パラメーターは任意です。 

sData 検索対象文字列 

sFind 検索する文字列 

bAndIncluding （任意） 論理値 

True： sFindで指定した部分文字列を含めてトリムする 

False： sFindで指定した部分文字列はトリムしない（デフォルト） 

bForwards （任意） 論理値 

True： 検索対象文字列を先頭からトリムする（デフォルト） 

False： 検索対象文字列を末尾からトリムする 

 

例 ） 

指定のヘッダーテキストが見つかった場合は、テキストの先頭からそのヘッダーテキスト文字まで（ヘッ

ダーテキスト文字列も含めて）トリムします。 

Const DEVICE_CONFIGHEADERTEXT = “Generating configuration:” 

If cl.TextInText(sConfigData, DEVICE_CONFIGHEADERTEXT) > 0 Then  

sConfigData = cl.TextRemoveTextUpTo(sConfigData, 

DEVICE_CONFIGHEADERTEXT, True, True) 

End If 

10.1.10 カスタムデバイスのテスト 

作成したカスタムデバイススクリプトのテストは比較的単純です。 

デバイスタイプファイル（.ini）とデバイススクリプトファイル（.txt）の設定が終われば、CatTools で新しいデ

バイスをテストできます。このテストのために、新しいデバイスタイプを対象とするアクティビティを設定し

ます。 
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最初にテストすべき最も基本的なアクティビティは、Device.ConnectivityTest.Login です。このアクティビ

ティテストにより、デバイスにアクセス可能かどうかを確認できます。デバイス上で実行する大半のアクテ

ィビティはデバイスへのログインが必要です。 

つまり、Device.ConnectivityTest.Login アクティビティが失敗する場合、他のアクティビティも失敗する可

能性が高いといえます。 

10.1.10.1 Info Log メッセージ 

Info Log ペインで、実行中のアクティビティが出力するメッセージを確認できます。表示するメッセー

ジのレベルは Info Logウィンドウ下部にあるドロップダウンリストで調整できます。ドロップダウンリス

トで 4) Show Debug events and above（デバッグイベント以上を表示）を選択すると、アクティビティの

実行中に表示された全ての cl.log メッセージを確認できます。 

Info Log ペインに表示される全てのメッセージは、CatTools のルートフォルダにある 

InfoLog.txt ファイルに書き込まれます。このファイルは短期間で肥大化します。肥大化した場

合は、File ⇒ Delete ⇒ Delete lnfolog.txt file を選択して削除してください。 

 

カスタムデバイステンプレートスクリプト内の至るところに、クライアントスクリプト関数 

cl.Log 4 “message” が記述されています。このレベル 4 messageはデバイス固有の問題を

解決するのに役立ちます。 

10.1.10.2 デバッグログ 

File ⇒ Enable capture modeをオンにすると、CatTools とデバイス間の対話が¥Debugフォルダ内

のファイルに記録されます（このファイルは CatTools が自動作成します）。この機能は、スクリプトが

コマンド入力後にデバイスと正常に通信できていないように見える場合に非常に役立ちます。スクリ

プトは、コマンドをデバイスに発行すると既知のプロンプトが表示されるまで待ちますが、期待したプ

ロンプトが表示されない場合は最終的にタイムアウトになる仕組みです。Enable capture modeをオ

ンにしたときに作成されるデバッグログファイルには、デバイスが実際には何を CatTools に送信し

たのかが記録されている為、その内容を元にスクリプトを修正することができます。 

10.2 カスタムアクティビティの作成 

CatTools には、内蔵のアクティビティでは要件を満たせないときのために、独自のカスタムアクティビティ

およびアクティビティのスクリプトファイルを作成・使用する事ができます。 

10.2.1 カスタムアクティビティの概要 

CatTools でカスタムアクティビティを追加するには、次の４つのファイル（アクティビティファイル３つとカス

タムデバイスファイル１つ）が必要です。 
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1. アクティビティタイプファイル(.ini ファイル) 

次の項目について定義します。 

アクティビティ名 

アクティビティ ID 

アクティビティメインスクリプトファイル名 

アクティビティクライアントスクリプトファイル名 

ユーザーインターフェースフィールドの値およびアクティビティの追加または編集時にアクティビティ

フォームの Options タブに表示されるデフォルト値 

 

2. アクティビティのメインスクリプトファイル(.txt ファイル) 

CatTools データベースからアクティビティオプションの読み込み、出力データを保存するファイルお

よびフォルダの準備、変数設定、CatTools クライアントのスレッドの整理、レポートを作成したり

CatTools メインプログラムにメッセージを送信したりする為の後処理などを行うコードを記述します。 

 

3. アクティビティのクライアントスクリプトファイル(.txt ファイル) 

デバイススクリプトを呼び出す数多くの共通関数を(例えば、デバイスにログインする為にデバイス

固有のコマンドを送信する、アクティビティの実行に必要なコマンドを発行する、デバイスからログア

ウトするなどのスクリプト)を記述します。 

4. デバイススクリプトファイル(.custom ファイル) 

カスタムアクティビティ用のデバイスタイプ固有のコード(例えば、デバイスに送信するコマンドやクラ

イアントアクティビティスクリプトに結果を戻す前にデータの構文解析等)を記述します。 

 

アクティビティのクライアントスクリプトファイルおよびメインスクリプトファイルは、関数の呼び出しや

CatTools の内部プログラムコードに書かれている変数への参照を含みます。これらにはクライアントスク

リプト内では cl.、メインスクリプトでは ct.という接頭辞が付けられています。 

10.2.2 CatToolsでカスタムアクティビティを作成する為の手順 

ここでは CatTools でカスタムアクティビティを作成する手順を説明します。 

CatToolsのGUIにカスタムアクティビティタイプが表示されるようになるまでの手順とカスタムメインスクリ

プトファイルおよびカスタムクライアントスクリプトファイルの作成方法、カスタムアクティビティをデバイス

タイプに適用する方法についても、その概要を説明します。CatTools にはカスタムアクティビティの作成

を支援するテンプレートファイルが付属しており、本書でも説明文中で紹介しています。このテンプレート

は Cisco 製ルータに対してシンプルなバージョンレポートを作成するものです。スクリプトファイル(.txt お

よび.custom)を作成したら、特定のアクティビティやレポートに合わせてこれらを修正する必要がありま

す。 
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1. カスタムアクティビティタイプファイル(.ini)を作成します。 

CatToolsのルートディレクトリ下の¥Templates フォルダ内にある 

Custom.Activity.Template.iniファイルをコピーし、¥Activitiesフォルダ下に保存しま

す。このとき次の形式で新しいファイル名を付けます。 

 

Custom.Type.Name (例 Custom.Report.Version) 

2. 「.ini」ファイルを編集します。 

 

2-1. メモ帳などのテキストファイルエディターを使って、(1) で作成した.ini ファイルを開きます。 

2-2  ni ファイルの以下のテンプレートデフォルト値を書き換えます。 

[Activity] 

name=Custom.Activity.Template 

script_main=Main.Custom.Activity.Template.txt 

script_client=Client.Custom.Activity.Template.txt 

report_file=%AppPath%Reports\Master Custom Activity Template.txt 

id=3999 

2-3  nameを重複しない固有のアクティビティ名（例： Custom.Report.PortStatus）に変更します。 

注意 スペースを入れず、ピリオド(.)で区切ってください。 

2-4．script_main を関連付けられているメインスクリプトファイル名(Main.で始まる重複しない固有の

アクティビティ名)に変更します。 

2-5．script_client を関連付けられているクライアントスクリプトファイル名(Client.で始まる重複し

ない固有のアクティビティ名)に変更します。 

2-6．report_file を重複しない固有のレポート名に変更します。 

2-7．id を重複しない固有の番号(他のアクティビティの.ini ファイルでも使用していない番号)に変更

します。4000～4999の番号を使用してください。 

3. 保存し、再起動します。 

.iniファイルの編集が終わったら、¥Activitiesフォルダに保存してファイルを閉じます。CatTools

を再起動すると、アクティビティの設定画面の Type ドロップダウンリストに新しいカスタムアクティビ

ティタイプが表示されます。 

注意 インストール時にアプリケーションとして CatTools をインストールした場合は、

CatTools_Manager.exe を再起動します。サービスとしてインストールした場合は、管理ツ
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ール等から CatToolsサービスと CatTools_manager.exe の両方を再起動します。 

4. カスタムアクティビティメインスクリプトファイル(.txt)を作成します。 

CatToolsのルートディレクトリ下の¥Templates フォルダ内にある 

Main.Custom.Activity.Template.txt ファイルをコピーし、¥Scripts フォルダ下に保存

します。このとき、手順 2 でアクティビティタイプ .ini ファイルの [Activity] セクションの

script_main に入力した値と同じ名前を付けてファイルを保存してください。ファイルの拡張子は必

ず.txtにしてください。 

5. メインスクリプト.txt ファイルを編集します。 

テキストファイルエディター*を使って、手順 4 で作成した.txt ファイルを開きます。開いたファイルの

SCRIPT NOTESセクションに記載されている手順に従って、作成したアクティビティに応じてスクリプ

トをカスタマイズしてください。 

6. メインスクリプト.txt ファイルを保存します。 

メインスクリプト.txt ファイルの編集が終わったら、¥Script フォルダに保存してファイルを閉じま

す。 

7. カスタムアクティビティクライアントスクリプトファイル(.txt)を作成します。 

CatToolsのルートディレクトリ下の¥Templates フォルダ内にある 

Client.Custom.Activity.Template.txt ファイルをコピーし、¥Scripts フォルダ下に保

存します。このとき、手順 2 でアクティビティタイプ .ini ファイルの [Activity] セクションの

script_client に入力した値と同じ名前を付けてファイルを保存してください。ファイルの拡張子は必

ず.txtにしてください。 

8. クライアントスクリプト.txt ファイルを編集します。 

テキストファイルエディター*を使って、手順 7 で作成した.txt ファイルを開きます。開いたファイルの

SCRIPT NOTESセクションに記載されている手順に従って、作成したアクティビティに応じてスクリプ

トをカスタマイズしてください。 

9. クライアントスクリプト.txt ファイルを保存します。 

クライアントスクリプト.txt ファイルの編集が終わったら、¥Script フォルダに保存してファイルを閉

じます。 

10. カスタムアクティビティデバイススクリプトファイル(.custom)を作成します。 

CatToolsのルートディレクトリ下の¥Templates フォルダ内にある 

Custom.Device.Template.txt.custom ファイルをコピーし、¥Scripts フォルダ下に保存

します。このとき、関連付けられている暗号化済みデバイススクリプトファイル(またはカスタムデバ

イススクリプトファイル)と同じ名前を付け、ファイル拡張子.txtとさらに.customという拡張子を付けて

ファイルを保存する必要があります。 
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例 ） 

Cisco製ルータ用のカスタムアクティビティデバイススクリプトファイルを作成する場合CatTools付属

の Cisco製ルータ用暗号化済みスクリプトファイルの名前は Cisco.Router.General.txtで

す。このとき、カスタムアクティビティデバイススクリプトファイルの名前は

Custom.Cisco.General.txt.customにします。 

11. デバイススクリプト.custom ファイルを編集します。 

テキストファイルエディターを使って、手順 10で作成した.custom ファイルを開きます。開いたファイ

ルのSCRIPT NOTESセクションに記載されている手順に従って、ご使用のデバイス用スクリプトをカ

スタマイズしてください。 

12. デバイススクリプト.custom ファイルを保存します。 

デバイススクリプト.custom ファイルの編集が終わったら、¥Scriptフォルダに保存してファイルを

閉じます。 

13. 作成したカスタムアクティビティスクリプトをテストします。 

全てのカスタムアクティビティスクリプトおよびデバイス.custom スクリプトファイルの設定が終わった

ら、作成した.customファイルに対応するデバイスに対して CatToolsで新しいアクティビティを実行し、

正常に動作するかどうかを確認してください。カスタムアクティビティのテストは Start timer ボタンで

はなく、Run nowボタンを使って手動で行ってください。Info Log ペインでエラーを確認し、必要であ

れば作成した.txt ファイルと.custom ファイルを編集します。 

10.2.3 カスタムアクティビティの作成の確認リスト 

 アクティビティタイプファイル(.ini)を作成する。 

 アクティビティメインスクリプトファイル(.txt)を作成する。 

 アクティビティクライアントスクリプトファイル(.txt)を作成する。 

 アクティビティデバイススクリプトファイル(.custom)を作成する。 

注意 txtファイルはメモ帳を使って開くこともできますが、構文がハイライト表示されるようなクラ

イアントスクリプトで利用できる組み込み変数を使ったほうが .txtファイルの編集作業が楽

になります。 

10.2.4 カスタムアクティビティタイプファイル(.ini) 

ここではカスタムアクティビティタイプファイルについて説明します。 
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10.2.4.1 CatToolsで使用されているアクティビティタイプ 

CatTools では、テキストファイル(.ini ファイル)を使ってアクティビティタイプを定義し、その定義ファイルを

CatToolsのルートディレクトリ下にある¥Activities フォルダに保存します。 

Add new scheduled activityおよび Edit scheduled activity details 画面の Type ドロップダウンリストに表

示される項目ごとに対応する.ini ファイルが存在します。 

CatToolsを起動すると、¥Activitiesフォルダにあるすべての.iniファイルが検索され、内容が読み込

まれます。検索されたアクティビティタイプはすべてActivityタブのTypeドロップダウンリストに表示され、

アクティビティを定義するときに選択できるようになります。 

新しいカスタムアクティビティタイプを追加するには、新しい.ini ファイルを作成し、アクティビティとその特

徴を定義する必要があります。 

10.2.4.2 .iniファイルに書かれている各項目の概要 

.ini ファイルの内容は[...]セクション別に分けられています。主なセクションについて説明します。 

[info]セクション 

これは、その.ini ファイルが CatToolsのファイルであることを示す必須項目です。 

[info] 

cookie=CatTools 

version=3 

author=SolarWinds 

[Activity]セクション 

CatTools のインターフェース(例えば、Type ドロップダウンリスト)やスクリプト内で使用される名前を

定義するもので、必須項目です。また、CatTools のデータベース内で使用するデバイスタイプの固

有キー(id)もここで定義します。 

 

[Activity] 

name=Custom.Activity.Template 

script_main=Main.Custom.Activity.Template.txt 

script_client=Client.Custom.Activity.Template.txt 

description=Collects information from devices and creates a custom report 

report_file=%AppPath%Reports¥Master Custom Activity  

Template.txt 

report_overwrite=1 

client_threads=0 

id=3999 
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[Activity]セクションの name には.ini ファイル名と類似(あるいは同じ)名前を定義できますが、.ini フ

ァイル名を定義するものではありません。この nameはユーザーインターフェース内で使用されるデ

バイスタイプ名を定義するものです。 

CatToolsでは事前定義済みのアクティビティタイプ用に 0～3999の idが予約されています。ユー

ザーが作成するカスタムのアクティビティタイプに設定できる番号は 4000～4999 です。id を定義

する際は、使用しようとしている番号が重複しない固有の番号であることを確認してください。 

 

[item]セクション 

(アクティビティの Options タブに表示される項目) 

[item_xxx]の各セクションでは、CatTools のアクティビティの設定画面（Add new/Edit scheduled 

activity details）のユーザーインターフェースで使用される入力フィールドについて定義します。 

 

例 ） 

[item_value1] 

name=Use alternate command 

type=string 

checkbox_show=1 

checkbox_default=0 

value_default= 

required=0 

info=”Alternative command to capture data from device.” 

 

アクティビティの Options タブにユーザーインターフェースとして表示される入力フィールドごとに

[item_xxx]セクションを作成し、個別に定義します。 

nameには、入力フィールドや選択フィールドの横に表示するテキスト(またはラベル)を定義します。 

type には、name で指定したテキストまたはラベルの横に表示される入力フィールドや選択フィー

ルドの型を定義します。 

checkbox_show および checkbox_default には、チェックボックスを表示するかどうか、およ

びデフォルト値としてチェック有りにするか無しにするかを定義します。 

value_default には、新しいアクティビティをデータベースに追加する際に使用するデフォルト値

を定義します。 

required には、そのフィールドに有効なデータを入力すること(事前定義済みのリストから選択す

るかユーザー自身で値を入力するといった操作)が必須であるかどうかを指定します。必須でない

場合は 0、必須である場合は 1を指定します。 
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info には、このフィールドに関連する説明を定義します。ここで定義したテキストはフィールド内に

カーソルを置いたときにユーザーインターフェースのステータスバーに表示されます。 

上記の[item_value1]セクションは、ユーザーインターフェース内で使用されているチェックボックス付

きの標準的なテキストボックス入力フィールドの例です。 

オプションフィールドに入力可能な数値の範囲を制限する必要がある場合は、type または range

を追加してください。 

 

例 ） 

rangeオプションの使用例です。 

チェックボックス付きで入力可能な値が 1～2000 の数値に限定された入力フィールドを定義してい

ます。 

 

[item_value2] 

name=Days until entries expire 

type=range 

checkbox_show=1 

checkbox_default=0 

value_default=30 

range_min=1 

range_max=2000 

required=1 

info=”Remove entries older than X days from the Master report” 

 

入力フィールドがチェックボックスである場合は、0または 1を指定します。1以外の値はすべて 0 と

みなされます。チェックボックスの記述例については以下をご参照ください。 

 

例 ） 

チェックボックスのデフォルト値に 1を指定する例です。 

(デフォルトでチェックが入っている状態で表示されます)。 

[item_value3] 

name=Resolve IP addresses to hostnames 

type=checkbox 

checkbox_show=1 

checkbox_default=1 

info=”Resolve all IP addresses found to hostnames via reverse DNS lookup” 

 

各フィールドのサイズ(入力可能なデータの長さ)は CatTools のデータベース設計によって決まりま
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す。CatTools のユーザーインターフェースを介して入力されたデータが対象フィールドに対して長す

ぎる場合は適宜切り捨てられます。 

10.2.4.3 カスタムアクティビティタイプファイル(.ini)のテンプレート 

CatTools にはカスタムアクティビティタイプを新しく作成する際に活用できるテンプレートファイルが付属

しています。 

 

テンプレートファイルは¥Templates フォルダ下に Custom.Activity.Template.ini 

というファイル名で保存されています。 

 

このテンプレートファイルは、CatTools で事前定義済みのアクティビティタイプの一部として付属していま

す。CatTools の事前定義済みアクティビティタイプファイルは、本製品の新バージョンが発行される際に

随時(必要であれば)更新されます。このため、新しいカスタムアクティビティタイプを作成する目的でテン

プレートファイル自体を変更することは絶対にしないでください。新しいカスタムアクティビティタイプを作

成する必要がある場合は、テンプレートファイルをコピーして¥Activities フォルダに別の名前を付け

て保存してください。 

10.2.4.4 カスタムアクティビティタイプファイル(.ini)の作成 

CatTools に新しいカスタムアクティビティタイプを追加するとき、まず¥Templates フォルダ下にある

Custom.Activity.Template.ini テンプレートファイルをコピーして¥Activities フォルダに別

の名前を付けて保存します。 

これがカスタムアクティビティタイプファイルを作成する最初の作業です。ファイル名を付ける際には、な

るべく次の命名規則に従ってください。 

 

Custom.Type.Name 

Custom CatTools の事前定義済みアクティビティタイプと区別する為に使用します。アク

ティビティ設定画面の Type ドロップダウンリスト内にグループ化されて表示され

ます。 

Type アクティビティのタイプ(Report、CLI、Connectivity、Update等) 

Name アクティビティの名前 

（ARPTable、SendCommands、PingTest、BannerText等） 

10.2.4.5 .iniファイルの編集 

次に、カスタムアクティビティの.ini ファイルを開き、必要であれば各セクションの値を変更します。 

下記は.ini ファイルのサンプルです。いくつかの項目の値を色つきで表示しています。 
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最も重要で必ず変更しなければならない項目値は赤色で表示しています。これらの項目には重複しない

固有の値を設定する必要があります。固有の値を設定しなかった場合、アクティビティタイプが CatTools

のアクティビティ設定画面の Type ドロップダウンリストに表示されません。 

必要に応じて変更する項目値は緑色で表示しています。 

コメントは青色で表示しています。 

 

注意 実際の.ini ファイルにはコメントを記入しないでください。 

 

黒字部分はすべて元の設定のままにしておくことをお勧めします。 

ただし、name や info など一部の項目については作成したアクティビティに関係の深い値に変更しても

構いません。 

 

nameに指定したテキスト値は、フォーム内に表示されるフィールドラベルとなります。 

info に指定したテキスト値は、フォーム内のフィールドを選択したとき(つまり、カーソルを置いたとき)に

ステータスバーに表示されるテキストとなります。 

 

.ini ファイルの変更が終わったら、必ず¥Activities フォルダ下に保存してください。アクティビティ設

定画面の Type ドロップダウンリストに新しいカスタムデバイスタイプを表示させるには、CatTools を再起

動する必要があります。 

 

例 ） 

[info] 

cookie=CatTools 

version=3 

author=SolarWinds 自分の名前を入力するかデフォルトのままにしておいてください。 

 

[Activity] 

name=Custom.Activity.Template重複しない固有の名前に変更してください。 

(例： Custom.Report.PortStatus) 

注意 区切りには空白を入れず、ピリオド(.)を入力してください。 

 

script_main=Main.Custom.Activity.Template.txt 関連付けられているメインスクリプトの名前(Main.ア

クティビティ名の形式で固有の名前)に変更してください。 

script_client=Client.Custom.Activity.Template.txt 関連付けられているクライアントスクリプトの名前

(Client.アクティビティ名の形式で固有の名前)に変更してください。 

description=Collects information from devices and creates a custom report 必要であれば変更して

ください。 
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report_file=%AppPath%Reports\Master Custom Activity Template.txt 固有のレポート名に変更してく

ださい。 

report_overwrite=1 

client_threads=0 

id=3999 4000～4999の番号を入力してください。重複しない固有の番号でなければなりません。 

# Activity options 

[item_value1] 

name=Use alternate command 

type=string 

checkbox_show=1 

checkbox_default=0 

edit_button=0 

value_default= 

required=0 

info=”Alternative command to capture data from device.” 

 

[item_value2] 

必要に応じてオプションを追加してください(最大 10個まで指定できます)。 

10.2.5 カスタムアクティビティメインスクリプトファイル(.txt) 

ここではカスタムアクティビティメインスプリプトファイルについて説明します。 

10.2.5.1 CatToolsのアクティビティスクリプト 

CatTools のアクティビティスクリプトはテキストファイル(.txt ファイル)を使って定義し、CatTools のルート

ディレクトリ下にある¥Scripts フォルダに保存します。 

アクティビティが実行される際、CatTools はアクティビティタイプ.ini ファイルから[Activity]セクションの

script_main 値を読み込み、どのアクティビティメインスクリプトファイルを使用すべきかを判断しま

す。 

(混乱を避ける為に、.ini ファイルと.txt ファイルの名前を拡張子以外まったく同じにすることを推奨しま

す。) 

CatTools の定義済みアクティビティタイプにはすべてアクティビティメインスクリプトファイル(.txt)が関連

付けられており、それらのファイルは暗号化されています。暗号化されている理由は２つあります。１つ

は、開発元の知的財産権を保護する為です。もう１つは、実行時にスクリプトが動作しないという事態を

招くおそれのある無断変更を防ぐためです。 
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10.2.5.2 カスタムアクティビティメインスクリプトファイル(.txt)のテンプレート 

CatTools にはカスタムアクティビティメインスクリプトの作成を支援するテンプレートファイル（.txt）が付属

しています。 

テ ン プ レ ー ト フ ァ イ ル は CatTools の ルー ト デ ィ レ ク ト リ の ¥Templates フ ォ ル ダ に

Main.Custom.Activity.Template.txt という名前で準備されています。 

このテンプレートファイルは、事前定義済みのアクティビティスクリプトの一部として CatTools に付属して

いるものですが、暗号化はされていません。CatTools のすべての定義済みアクティビティスクリプトファイ

ルは、CatTools 製品の新バージョンが発行される際に随時(必要であれば)更新されます。このため、新

しいカスタムアクティビティメインスクリプト（.txt）を作成する目的でテンプレートファイル自体を変更するこ

とは絶対にしないでください。新しいカスタムアクティビティメインスクリプト（.txt）を作成する必要がある場

合は、テンプレートファイルをコピーして¥Scripts フォルダに別の名前を付けて保存してください。 

10.2.5.3 カスタムアクティビティメインスクリプトファイル(.txt)の作成 

CatTools に新しいカスタムアクティビティメインスクリプトを追加する場合、まず¥Templates フォルダ下

にある Main.Custom.Activity.Template.txtテンプレートファイルをコピーして¥Scriptsフォ

ルダ下に保存します。このときファイル名は、アクティビティタイプファイル(.ini)の[Activity]セクションで

script_main に指定した値と同じにし、.txt という拡張子をつけてください。これがアクティビティメイン

スクリプトファイルを作成する最初の作業です。 

10.2.5.4 メインスクリプトファイル(.txt)の編集 

次に、カスタムメインスクリプトファイル(.txt)を開き、必要であればご使用のデバイスに合わせてスクリプ

トが動作するように編集します。 

.txt ファイルには、変更する際の手順やヒントなど多くのコメントが書かれていますが、注意しなければな

らない重要な項目は多くありません。それらはスクリプトファイルの冒頭に書かれています。 

 

共通事項 

【記述１】 

Attribute VB_Name = “Custom_Activity_Template” 

【説明】 

これは Visual Basic(あるいは同等の)開発環境に表示されるこのカスタムアクティビティメインスクリプトフ

ァイルの Visual Basicモジュール名です。 

この行は VB 開発環境でファイルを編集しているときは表示されませんが、他のエディターには表示され

る場合があります。 

“Custom_Activity_Template”はカスタムテンプレートファイルモジュールに付けられた名前です。

カスタムアクティビティメインスクリプトファイルがたくさんある場合は、この名前を作成したカスタムアクテ



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

279 

ジュピターテクノロジー株式会社 

ィビティメインスクリプトのファイル名を反映した名前に変更するほうが良いこともあります。名前を変える

ことによって、複数のカスタムアクティビティメインスクリプトファイルをご使用の VB 開発環境で同時に(１

つのプロジェクト内で)開くことができるようになります。 

スクリプトの編集にテキストベースのエディター(メモ帳など)を使用している場合は、モジュール名の変更

は任意です。しかし、混乱を避けるには、この名前を変更しておいたほうが良いでしょう。 

 

【記述２】 

--- SCRIPT NOTES ---  

 

【説明】 

SCRIPT NOTESセクションには、有用な情報とスクリプト作成の初期段階において実行すべき作業につ

いて記載されています。ここに記載されている内容は必要に応じて適宜書き換えて構いません。例えば、

スクリプト設定の初期に必要な作業を終え、もう再びその作業をする必要がない場合、SCRIPT NOTES

セクションからそれらに関するテキストを全て削除して構いません。複雑なルーチンやスクリプト固有の

振る舞いなど、アクティビティスクリプトの管理担当者にとって役立つ情報はここに記載しておいてくださ

い。このような情報は完全なものである必要があり、全文をここに記載するか、完全な情報を記載してい

る関連関数を参照先として記載してください。 

 

【記述３】 

--- ACTIVITY NOTES ---  

 

【説明】 

ACTIVITY NOTESセクションには、アクティビティ固有の振る舞いや特殊な動作など、アクティビティスク

リプトの管理担当者にとって役立つ情報を記載します。 

例 ） 

“The activity only works for Cisco IOS devices” 

 

必須関数 

CatTools がアクティビティを実行する為に、カスタムアクティビティメインスクリプト内で指定しなければな

らない必須関数は次の関数のみです。 

Function Main() 

アクティビティメインスクリプト内に独自の関数やサブルーチンを定義することもできますが、それらは

Function Main()内から呼び出さなければなりません。独自の関数やサブルーチンにはコメントを必

ず付けておき、後で自分自身や他の開発者がその関数が何であるのか理解できるようにしておくことは

大切です。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

280 

ジュピターテクノロジー株式会社 

10.2.5.5 スクリプトファイルの保存 

作成したスクリプトファイルにCatToolsがアクセスできるようにするには、スクリプトファイルを¥Scripts

フォルダに保存する必要があります。 

通常、スクリプトファイルのコードを変更した際に、その変更部分を読み込むために CatTools を停止し再

起動する必要は通常ありません。 

しかし、まれに変更部分が認識されない事がありますので、インターフェースとサービス（アプリケーショ

ン）を含めた再起動が必要な場合があります。 

10.2.5.6 カスタムアクティビティスクリプトのテスト 

スクリプトの設定が終わったら、CatTools で新しいアクティビティを既存のデバイスを使って設定し、正常

に動作するかどうかをテストしてください。 

選択したデバイスには対応する.custom ファイルが作成されている必要があり、アクティビティの実行に

必要なコードが記述されていなければなりません。必要なコードが含まれていない場合、Info Log タブに

次のようなエラーが表示されます。 

 

“Client script error: Type Mismatch: [activity name] on line: 

 [line number]” 

10.2.6 カスタムアクティビティデバイススクリプトファイル(.custom) 

ここではカスタムアクティビティデバイススプリプトファイルについて説明します。 

10.2.6.1 CatToolsのデバイススクリプト 

CatTools のデバイススクリプトはテキストファイル(.txtファイル)を使って定義し、CatTools のルートディレ

クトリ下にある¥Scripts フォルダに保存します。 

アクティビティが実行される際、CatTools はデバイスタイプ.ini ファイルから[device]セクションの name値

を読み込み、どのデバイススクリプトファイル(.txt)を使用すべきかを判断します。したがって、それぞれ

の.txt ファイルの名前は、対応するカスタムデバイスタイプファイル (.ini) ファイルの name 値と同じでな

ければなりません。 

CatTools の定義済みデバイスタイプにはすべてスクリプトファイル(.txt)が関連付けられており、それらの

ファイルは暗号化されています。暗号化されている理由は２つあります。１つは、開発元の知的財産権を

保護する為です。もう１つは、実行時にスクリプトが動作しないという事態を招くおそれのある無断変更を

防ぐためです。 
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10.2.6.2 デバイス.customファイルスクリプト 

カスタムアクティビティスクリプトの導入に伴い、CatTools は暗号化されたデバイススクリプトファイル

(.txt)をロードした後で、関連するデバイスカスタムファイル(.custom)ファイルが¥Scripts フォルダに存

在するかどうかをチェックします。これにより、事前定義済みのデバイスタイプに対してカスタムアクティビ

ティを容易に追加できます。 

アクティビティの実行時にデバイスタイプに関連したデバイスカスタムファイル (.custom)が見つかる

と、.customファイルの内容が読み込まれ事前定義済みデバイスタイプの暗号化済みスクリプトの内容に

追加されます。CatTools はこうして一時的な拡張デバイスタイプスクリプトを作成し、アクティビティ時に

使用します。 

デバイスファイル(.custom)と暗号化済みのデバイスファイルは、アクティビティが実行されるたびにマー

ジされます。 

デバイスファイル(.custom)はその暗号化スクリプトにファイル名で関連付けられています。つまり例えば、

Cisco 製ルータ(Cisco.Router.General.txt)の.custom ファイルを追加するには、¥Scripts フォ

ルダ下に Cisco.Router.General.txt.custom というファイルを作成する必要があります。 

CatToolsをアップグレードしたりシステムに再インストールしたりするとき常には、事前定義済みデバイス

タイプとアクティビティタイプスクリプトファイルが上書きされます。 

別の.custom ファイルにデバイスを呼び出すカスタムアクティビティ関数を定義しておけば、カスタム関数

が不用意に失われることはありません。 

10.2.6.3 デバイスファイル(.custom)のテンプレート 

CatTools にはカスタムアクティビティデバイスファイル(.custom)の作成を支援するテンプレートが付属し

ています。 

テ ン プ レ ー ト フ ァ イ ル は CatTools の ルー ト デ ィ レ ク ト リ の ¥Templates フ ォ ル ダ に

Custom.Device.Template.txt.custom という名前で準備されています。 

このテンプレートファイルは、事前定義済みのデバイススクリプトの一部として CatTools に付属している

ものですが、暗号化はされていません。CatTools のすべての定義済みのスクリプトファイルは、CatTools

製品の新バージョンが発行される際に随時(必要であれば)更新されます。このため、新しいカスタムデバ

イススクリプト（.custom）を作成する目的でテンプレートファイル自体を変更することは絶対にしないでく

ださい。新しいカスタムデバイススクリプト（.custom）を作成する必要がある場合は、テンプレートファイル

をコピーして¥Scripts フォルダに別の名前を付けて保存してください。 
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10.2.6.4 デバイススクリプトファイル(.custom)の作成 

CatTools に新しいカスタムデバイススクリプト(.custom)を追加する場合、まず¥Templates フォルダ下

にある Custom.Device.Template.txt.customテンプレートファイルをコピーして¥Scriptsフォ

ルダ下に保存します。このときファイル名は、関連する暗号化済みデバイススクリプトファイル名と（ .txt

拡張子を含めて）同じにし、.custom という接尾辞を付けてください。これがデバイススクリプトファイルを

作成する最初の作業です。 

 

例 ） 

Custom_Report_PortStatus というカスタムアクティビティを作成し、このアクティビティを Cisco 

IOSスイッチで実行したい場合 

Client.Custom.Report.PortStatus.txt（カスタムアクティビティクライアントスクリプファイル）

で、コマンドを送信してポートデータをキャプチャし、結果を解析してアクティビティクライアントスクリプト

に戻すという一連の処理を実行する為に、 

Custom_Report_GetPortStatus()関数を呼び出す必要があります。 

 

このカスタムアクティビティを Cisco IOS スイッチ（Cisco.Switch.IOS.txt デバイスタイプスクリプト

ファイル）に追加するには、次の作業を行う必要があります。 

 

1. Cisco IOSスイッチデバイスタイプ用の.custom ファイルを作成します。 

¥Templates フォルダ下にある Custom.Device.Template.txt.custom をコピーして

¥Scripts フォルダ下に Cisco.Switch.IOS.txt.custom という名前（実行時に

Cisco.Switch.IOS.txtスクリプトとマージする為）を付けて保存します。 

2. .custom ファイルを開き、サンプル関数を削除します。 

3. Custom_Report_GetPortStatus()カスタムアクティビティ関数とコードを記述します。 

 

最初はこの関数が正しく呼び出されるかどうかだけをテストします。以下の単純なコードを記述し、関数

内で Info Logに Info メッセージを追加します。 

 

Function Custom_Report_GetPortStatus() 

cl.Log 3, “Testing custom activity: Custom_Report_PortStatus” 

End Function 

 

ファイルを保存します。 
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10.2.6.5 .customファイルの編集 

.custom スクリプトファイルの編集に関して、基本的に気をつけなければならないのは 3 点だけです。

¥Templatesフォルダ下にある.customテンプレートファイルをコピーし¥Scripts フォルダ下に保存

したら次のことを確認してください。 

 

テンプレートファイルの 1行目を確認する。 

Attribute VB_Name = “Dev_CustomDeviceTemplate_custom” 

この行に関しては次の制限があります。 

制限を逸脱した場合は、必ずランタイムエラーが発生します。 

1. “”（クォーテーション）内の値は変更できます。 

2. 必ず Attribute VB_Name を定義する必要があります。 

3. Attribute VB_Name行を絶対に重複して記述しないでください。 

 

ヘッダー部分にはコメントなしのコード(プログラムコード)を入力しないでください。custom ファイルヘッダ

ーの SCRIPT NOTES にはこのファイルを使って新しいテンプレートファイルを作成する場合に役に立つ

情報が記載されています。また、後でファイルを調整する場合に、自分自身や他の開発者が見て有用で

あると思われることをコメントとしてここに自由に記載してください。 

プログラムコードはすべて関数またはサブルーチンの中に含まれるように記述する必要があります。ラン

タイムエラーや事前定義済みの暗号化デバイススクリプトに使用されている変数やオブジェクトの再定

義を避けるには、変数およびオブジェクトの宣言を関数またはサブルーチンのスコープに限定してくださ

い。独自の関数やサブルーチンにはコメントを必ず付けておき、後で自分自身や他の開発者が見たとき

にその関数が何であるのか理解できるようにしておくことは大切です。 

10.2.6.6 .customスクリプトファイルの保存 

作成したスクリプトファイルにCatToolsがアクセスできるようにするには、スクリプトファイルを¥Scripts

フォルダに保存する必要があります。 

通常、スクリプトファイルのコードを変更した際に、その変更部分を読み込むために CatTools を停止し再

起動する必要は通常ありません。 

しかし、まれに変更部分が認識されない事がありますので、インターフェースとサービス（アプリケーショ

ン）を含めた再起動が必要な場合があります。 

10.2.6.7 カスタムデバイススクリプト(.custom)のテスト 

スクリプトの設定が終わったら、CatToolsで作成した.customファイルに対応するデバイスを選択してアク

ティビティを設定し正常に動作するかどうかをテストしてください。 
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10.2.7 カスタムアクティビティスクリプトに使用できる cl./ct.変数と関数 

カスタムアクティビティクライアントスクリプトおよびメインスクリプトのファイル内には CatTools の内部変

数、関数、サブルーチンへの参照が含まれます。これらの変数、関数、サブルーチンは cl.(クライアント

プログラム)または ct.(メインプログラム)接頭辞により識別できます。 

これらの変数、関数、サブルーチンはテンプレートスクリプト自体には(主にスクリプトファイルのサイズを

抑制する為に)説明が記載されていませんが、カスタムアクティビティテンプレートに記述されているそれ

ぞれの変数や関数の使用目的、関数については必要なパラメーターや戻り値について説明します。 

10.2.7.1 クライアントスクリプトファイルで使用できる cl.変数と関数 

以下は、CatToolsクライアント cl.変数、関数、サブルーチンの一覧とカスタムアクティビティクライアント

スクリプトファイルでの実装例を示します。これは CatTools アプリケーション内で使用される全ての内部

クライアント変数と関数のセットではありませんが、クライアントスクリプトテンプレートファイル内で使用さ

れている変数と関数、カスタムアクティビティクライアントスクリプトを作成するときに役立つ変数と関数の

詳細を説明します。 

10.2.7.1.1 変数 

cl.AppPath CatToolsのアプリケーションパス 

(インストールディレクトリ) 

cl.ScheduleNumber 現在のスケジュール番号 

cl.DeviceName 現在の接続先デバイス名 

cl.TelnetConnectionStatus (プロトコルエンジンコントロール)クライアントスレッド 

インスタンスの接続ステータス 

例： 現在のクライアント接続ステータスをテストし、 

ステータスが OKでない場合は関数を終了する 

If StrComp(cl.TelnetConnectionStatus, 

 “OK”, vbTextCompare) <> 0  

Then Exit Function 

cl.QuitNow 実行中のアクティビティを停止する為に複数の箇所でチェックされ

る変数 

例えば、アクティビティの実行中に Stop ボタンが押されると、1 が

設定されます。この変数はアクティビティクライアントスクリプト内

からのみ参照できます。メインスクリプト内で参照する場合は

ct.QuitNow変数を使用してください。 
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10.2.7.1.2 関数およびサブルーチン一覧 

汎用およびファイル関連 

cl.Log Infolog.txt ファイルと Info Log ペインにテキスト行を送信します。 

cl.LogToFile データをファイルに書き込みます。 

cl.FileExists ファイルが存在するかどうかをチェックします。 

cl.CreateFile 指定したファイル名とパスで新しいファイルを作成します。 

cl.DeleteFile 指定したファイル名とパスのファイルを削除します。 

cl.ReadFromFile 指定したファイルの内容を読み込みます。 

cl.ReplaceClientFilename

Variables 

クライアントレポートファイル名のファイル名変数またはメタ変数

を実際のテキスト値に置換します。 

cl.SaveResults 結果を¥ClientTempフォルダ下の一時ファイル(.txt)に保存しま

す。 

アクティビティ関連 

cl.DBCheckScheduleOption 指定したアクティビティ内で特定のオプションが選択されているか

どうかを確認します。 

cl.DBScheduleGetField CatTools データベースからアクティビティフィールド値を取得しま

す。 

デバイス関連 

cl.DisconnectHost (プロトコルエンジンコントロール)クライアントスレッドインスタンス

をエンドデバイスから切断します。 

10.2.7.2 クライアントスクリプトファイルで使用できる関数・サブルーチンの詳細 

ここでは、クライアントスクリプトファイルで使用できる関数およびサブルーチンについて、引数やコード例

なども織り交ぜながらさらに詳しく説明します。 

10.2.7.2.1 Log 

【書式】 

cl.Log (iPriority、sMessage) 

 

【出力結果】 

ファイルへの書き込み。 
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【内容/引数】 

このサブルーチンはテキスト行を Infolog.txt ファイルと Info Logペインに送信します。 

入力パラメーターは２つです。 

iPriority 1～4の整数で送信する行のログレベルを指定します。 

1=エラー、2=警告、3=情報、4=デバッグ 

sMessage 送信するテキストメッセージ 

 

例 ） 

アクティビティ設定画面の Options タブで Use alternate command フィールドが空欄の場合にレベル 3(情

報)メッセージを送信し記録します。 

Dim sAltCommand 

sAltCommand = cl.DBScheduleGetField(cl.ScheduleNumber,  

”OptionsString1”) 

If Len(Trim(sAltCommand)) = 0 Then 

cl.Log 3, “No alternate command specified” 

End if 

10.2.7.2.2 LogToFile 

【書式】 

cl.LogToFile (sFilename, sData, bAppend)  

 

【出力結果】 

ファイルへの書き込み。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンはデータをファイルに書き込みます。 

入力パラメーターは３つです。 

sFilename データを書き込むファイル名とパス文字列 

sData 書き込むデータ 

bAppend プール値（デフォルト値または未定義の場合は False） 

True（0値以外）の場合：追記/False（0値）の場合：上書き 

 

例 ） 

アクティビティ設定画面の Options タブで Use alternate command フィールドが空欄の場合にレベル 2(警

告)メッセージを Info Log に出力し、￥Reports フォルダにあるテキストファイルに書き込みます。 
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Dim sLogResultsFile 

Dim sAltCommand 

 

sLogResultsFile = cl.AppPath & “Reports¥” & cl.UniqueFileID & “.txt” 

sAltCommand = cl.DBScheduleGetField(cl.ScheduleNumber,  

”OptionsString1”) 

 

If Len(Trim(sAltCommand)) = 0 Then 

cl.Log 2, “No alternative command specified” 

Call cl.LogToFile(sLogResultsFile,  

”No alternative command specified in activity Options tab”, 1) 

End if 

10.2.7.2.3 FileExists 

【書式】 

cl.FileExists(sFileName) 

 

【出力結果】 

論理値 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したファイルが存在するかどうかをチェックします。 

ファイルが見つかった場合は True、見つからなかった場合は Falseを返します。 

入力パラメーターは１つです。 

sFilename 存在を確認するファイルのファイル名とパス文字列 

10.2.7.2.4 CreateFile 

【書式】 

cl.CreateFile(sFileName) 

 

【出力結果】 

論理値 

 

【内容/引数】 

この関数は新しいファイルを作成します。ファイルが既に存在しているまたはファイルの作成が成功した

場合は True、それ以外の場合は Falseを返します。 
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入力パラメーターは１つです。 

sFilename 作成するファイルのファイル名とパス文字列 

10.2.7.2.5 DeleteFile 

【書式】 

cl.DeleteFile(sFileName) 

 

【出力結果】 

論理値 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したファイルを削除します。 

ファイルの削除が成功した場合は True、それ以外は False を返します。 

入力パラメーターは１つです。 

sFilename 削除するファイルのファイル名とパス文字列 

10.2.7.2.6 ReadFromFile 

【書式】 

cl.ReadFromFile(sFileName) 

 

【出力結果】 

文字列 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したファイルの内容を読み込み、ファイルデータ文字列を返します。 

ct.ReadFromFile 関数と同じ処理を行いますが、この関数はアクティビティクライアントスクリプト内

からのみ呼び出せます。 

入力パラメーターは１つです。 

sFilename 内容を読み込むファイルのファイル名とパス文字列 

 

例 ） 

指定したファイル（この場合は CLI コマンドリスト）の内容を読み込みます。 

Dim sFileName 

Dim sCommandList 

If cl.DBCheckScheduleOption(cl.ScheduleNumber, 1) = 0 Then 
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‘ ファイルからデバイスに送信する CLI コマンドを読み込むオプション 

sFileName = cl.DBScheduleGetField(cl.ScheduleNumber,  

”OptionsString2”) 

sCommandList = cl.ReadFromFile(sFileName) 

End If 

10.2.7.2.7 ReplaceClientFilenameVariables 

【書式】 

cl.ReplaceClientFilenameVariables(sData) 

 

【出力結果】 

文字列 

 

【内容/引数】 

この関数はクライアントレポートファイル内のファイル名変数またはデバイスに送信されるコマンド内のメ

タ変数を実際のテキスト値に置換します。 

置換後の文字列を戻します。 

入力パラメーターは１つです。 

sData ファイル名とパス文字列またはチェック対象のコマンドリスト 

 

例 ） 

指定したファイルのファイル名変数を置換し、その内容（この場合はCLIコマンドリスト）を読み込みます。

そして、コマンドリストに含まれているメタ変数を置換します。 

Dim sFileName 

Dim sCommandList 

If cl.DBCheckScheduleOption(cl.ScheduleNumber, 1) = 0 Then 

‘ ファイルからデバイスに CLI コマンドをロードするオプション 

sFileName = cl.DBScheduleGetField(cl.ScheduleNumber,  

”OptionsString2”) 

‘ ファイル名変数を置換します。 

sFileName = cl.ReplaceClientFilenameVariables(sFileName) 

‘ ファイルの内容を読み込みます。 

sCommandList = cl.ReadFromFile(sFileName) 

‘ メタ（コマンド）変数を置換します。 

sCommandList = cl.ReplaceClientFilenameVariables(sCommandList) 

End If 
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10.2.7.2.8 SaveResults 

【書式】 

cl.SaveResults(sData, bAppend) 

 

【出力結果】 

ファイルへの書き込み。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンは結果を¥ClientTemp フォルダ下の一時ファイル(.txt)に書き込みます。 

入力パラメーターは２つです。 

sData 書き込むデータ 

bAppend プール値（デフォルト値または未定義の場合は False） 

True（0値以外）の場合：追記/False（0値）の場合：上書き 

 

例 ） 

現在のデバイスの応答(sResults)を一時ファイル(.txt)に上書きします。 

Call cl.SaveResults(sResults, 0) 

10.2.7.2.9 DBCheckScheduleOption 

【書式】 

cl.DBCheckScheduleOption(lScheduleNumber, lOptionNumber) 

 

【出力結果】 

Long値 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したアクティビティ内で特定のオプションが選択されているかどうかを確認します。 

入力パラメーターは２つです。 

lScheduleNumber 現在のスケジュール番号（Long） 

lOptionNumber チェック対象のオプション項目（1～10までの Long値で指定） 

 

例 ） 

アクティビティ(この場合は Device.CLI.Send commandsアクティビティ)をチェックし、コマンドの出力結果を

Email 送信するかどうかを確認します。 

lRetVal = cl.DBCheckScheduleOption(cl.ScheduleNumber, 8) 
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If lRetVal = 1 then 

‘ ここに Email コマンドをコーディングします。 

End if 

10.2.7.2.10 DBScheduleGetField 

【書式】 

cl.DBScheduleGetField(lScheduleNumber, sFieldName) 

 

【出力結果】 

アクティビティのフィールド値 

 

【内容/引数】 

この関数は CatTools データベースから指定したアクティビティのフィールド値を取得します。この関数は

ct.DBScheduleGetField 関数と同じ処理を行いますが、アクティビティクライアントスクリプト内から

のみ呼び出すことができます。 

入力パラメーターは２つです。 

lScheduleNumber 現在のスケジュール番号（Long） 

sFieldName 文字列値を取得したいデータベース内のフィールド名 

 

例 ） 

(cl.DBCheckScheduleOption関数と併用)アクティビティ設定画面の Options タブで Use alternate 

commandチェックボックスがチェックされているかどうかを確認します。チェックされている場合は、データ

ベースから送信したい代替コマンドを取得します。 

‘ オプション 1チェックボックスが選択されているか（例：1が設定されているか）どうかを 

‘ 確認します。 

If cl.DBCheckScheduleOption(cl.ScheduleNumber, 1) = 1 Then 

‘ データベースから関連する文字列フィールドの値を取得します 

’ （ここでは”OptionsString1”フィールドの値）。 

sAltCommand = cl.DBScheduleGetField(cl.ScheduleNumber,  

”OptionsString1”) 

End If 

10.2.7.2.11 DisconnectHost 

【書式】 

cl.DisconnectHost 
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【出力結果】 

値の出力はありません。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンは(プロトコルエンジンコントロール)クライアントスレッドインスタンスをエンドデバイスか

ら切断します。 

クライアントスレッドを完全に切断するには、デバイスをログアウトした後で呼び出す必要があります。 

10.2.7.3 メインスクリプトファイルで使用できる ct.変数と関数 

CatTools クライアント ct.変数、関数、サブルーチンの一覧とカスタムアクティビティメインスクリプトファ

イルでの実装例を示します。 

これはCatToolsアプリケーション内で使用される全ての内部ct.変数と関数のセットではありませんが、

メインスクリプトテンプレートファイル内で使用されている変数と関数、カスタムアクティビティメインスクリ

プトを作成するときに役立つ変数と関数の詳細を説明します。 

10.2.7.3.1 変数 

ct.ScheduleNumber 現在のスケジュール番号 

ct.Devices 接続先デバイス 

複数あるときはパイプ文字(|)で区切ります(例えば、現在のスケ

ジュールに関連付けられているデバイス) 

ct.ScriptFileClient アクティビティが使用するクライアントスクリプトファイルのファイ

ル名を保存する文字列変数 

ct.QuitNow 実行中のアクティビティを停止する為に複数の箇所でチェックさ

れる変数 

 

例えば、アクティビティの実行中に Stop ボタンが押されると、1

が設定されます。この変数はアクティビティメインスクリプト内か

らのみ参照できます。クライアントスクリプト内で参照する場合は

cl.QuitNow変数を使用してください。 
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10.2.7.3.2 関数およびサブルーチン一覧 

汎用およびファイル関連 

ct.Log Infolog.txt ファイルと Info Log ペインにテキスト行を送信します。 

ct.ReadFromFile 指定したファイルの内容を読み込みます。 

ct.ReplaceFilenameVariables レポートファイル名のファイル名変数を実際のテキスト値に置換

します。 

ct.CreateMasterTable マスターテーブルファイルを作成します。 

ct.CreateAndSendReport レポートファイル(.txt、.html等)を作成し、E メールで送信します。 

ct.RemoveClientResults ¥ClientTemp フォルダにある既存のクライアント一時ファイル

(.txt)を削除します。 

アクティビティ関連 

ct.MarshalThreads アクティビティスケジュール内で使用されているクライアントスレ

ッドを管理します。 

ct.DBScheduleGetField CatTools データベースからアクティビティフィールド値を取得しま

す。 

デバイス関連 

ct.RemoveHeader データブロックから最初の 1行を削除します。 

10.2.7.4 メインスクリプトファイルで使用できる関数・サブルーチンの詳細 

ここでは、前記で紹介した関数およびサブルーチンについて入力パラメーターやコード例なども織り交ぜ

ながらさらに詳しく説明します。 

10.2.7.4.1 Log 

【書式】 

ct.Log(sDevice, iPriority, sMessage) 

 

【出力結果】 

ファイルへの書き込み。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンはテキスト行を Infolog.txt ファイルと Info Logペインに送信します。 
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入力パラメーターは３つです。 

sDevice デバイス名 

空文字(あるいは VBNullString)の場合、この文字列は CatTools とな

ります。デバイス固有のメッセージではなく内部アプリケーションに関連付

けられるログメッセージを参照します。 

iPriority 1～4の整数で送信する行のログレベルを指定します。 

1=エラー、2=警告、3=情報、4=デバッグ 

sMessage 送信するテキストメッセージ 

 

例 ） 

（特定のデバイスではなく）CatTools のレベル 1（エラー）メッセージ”No devices have been 

selected”を記録します(例： sDeviceのパラメーターに “”を指定します)。 

ct.Log “”, 1, “No devices have been selected”  

10.2.7.4.2 ReadFromFile 

【書式】 

ct.ReadFromFile(sFileName) 

 

【出力結果】 

文字列 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したファイルの内容を読み込み、ファイルデータの文字列を返します。 

cl.ReadFromFile 関数と同じ処理を行いますが、アクティビティメインスクリプト内からのみ呼び出す

ことができます。 

入力パラメーターは１つです。 

sFileName 内容を読み込むファイルのファイル名とファイルパス文字列 

 

例 ） 

ReportData というファイルの内容を読み込み、ヘッダーの 1行目を削除します。 

Dim sReportFile 

Dim sReportData 

 

‘ アクティビティ設定からファイル名とパスを取得し、ファイル名変数を置換します。 

sReportFile = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportFile”) 
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sReportFile = ct.ReplaceFilenameVariables(“”, ReportFile) 

‘ レポートファイルの内容を読み込み、データの１行目（ヘッダ行）を削除し保存します。 

the results to sReportData variable. 

sReportData = ct.RemoveHeader(ct.ReadFromFile(sReportFile)) 

10.2.7.4.3 ReplaceFilenameVariables 

【書式】 

ct.ReplaceFilenameVariables(sDeviceName, sFileName) 

 

【出力結果】 

文字列 

 

【内容/引数】 

この関数はレポートファイル名内のファイル名変数を実際のテキスト値に置換します。 

置換後の文字列を返します。 

入力パラメーターは２つです。 

sDeviceName デバイス名 

空文字(“”)を指定すると、デバイス固有のファイル名変数が含まれ

ていないのでアクティビティのレポートファイル名を変換します。 

sFileName チェック対象のファイル名およびパスを文字列 

 

例 ） 

アクティビティのレポートファイル名を取得してファイル名変数を置換し、その値を文字列変数に保存しま

す。 

sReportFile = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportFile”)  

sReportFile = ct.ReplaceFilenameVariables(“”, sReportFile) 

10.2.7.4.4 CreateMasterTable 

【書式】 

ct.CreateMasterTable(sReportFile, sHeader, bOverwrite, 

   sDeviceList, sClientFilePrefix, sTableFormat) 

 

【出力結果】 

論理値 
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【内容/引数】 

この関数はマスターテーブルファイルを作成します。ファイルが作成されると True、作成されないと

Falseが戻されます。 

入力パラメーターは６つです。 

sReportFile 作成するレポート/マスターテーブルのファイル名前とパス文字列 

sHeader レポートヘッダー文字列 

アクティビティメインスクリプトで定義された通りにタブ区切りで指定し

ます。 

bOverwrite プール値 

True（非 0値）の場合：追記/False（0値）の場合：上書き 

sDeviceList 現在のスケジュールに関連付けられているデバイス 

(ct.Devices変数を使用) 

複数のデバイスが関連付けられているときはパイプ文字(|)で区切り

ます。 

sClientFilePrefix マスターテーブルファイルに統合する為に、アクティビティが

¥ClientTemp フォルダ下に作成する一時クライアント(デバイス)フ

ァイルのファイルの接頭辞 

sTableFormat テーブル定義の出力を変更しうるアクティビティで使用されるパイプ

区切り（|）文字列 

例えば、Report.SNMP.System Summaryアクティビティ設定画面

のOptionsタブでは列名の変更、列の追加/削除、列の並べ替えなど

が行えます。 

 

例 ） 

バージョンレポートのマスターテーブルを作成します。レポートファイル名を取得してデータベースのアク

ティビティ設定値を上書きし、レポートヘッダーを定義します。 

CustomReportTemplate接頭辞を使用して一時クライアント（デバイス）ファイルを作成します。 

Dim sReportFile 

Dim bOverwrite 

Dim sHeader 

 

sReportFile = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportFile”) 

sReportFile = ct.ReplaceFilenameVariables(“”, ReportFile) 

bOverwrite = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportOverwrite”) 
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sHeader = “Group” & vbTab & “Device Name” & vbTab & “IP Address” & vbTab 

& “Serial #” & vbTab & _ 

“Processor” & vbTab & “IOS” & vbTab & “Uptime” 

‘ マスターテーブルを作成します。 

bRetVal = ct.CreateMasterTable(sReportFile, sHeader, bOverwrite, 

ct.Devices,”CustomReportTemplate”, “”) 

10.2.7.4.5 CreateAndSendReport 

【書式】 

ct.CreateAndSendReport(sScheduleName, sHeader, sData, sReportFile) 

 

【出力結果】 

ファイル作成 

 

【内容/引数】 

この関数はレポートファイル(.txt、.html 等)を作成し、オプションで設定されている場合は E メールで送信

します。 

入力パラメーターは４つです。 

sScheduleName レポートのタイトルおよび E メールの件名に使用するスケジュール名 

sHeader レポートのヘッダーに表示する文字列 

アクティビティメインスクリプト内で定義されている通りにタブ区切りで指定し

ます。 

sData レポートデータ文字列 

sReportFile 作成するレポートのファイル名とパス文字列 

 

例 ） 

単純なバージョンレポートを作成します。データベースに登録されているアクティビティ設定値からアクテ

ィビティ名とレポートファイル名を取得してレポートヘッダーを定義します。 

Dim sClientFile 

Dim sScheduleName 

Dim bOverwrite 

Dim sReportFile 

Dim sHeader 

 

‘ 一時クライアントファイル名の接頭辞 

sClientFile = “CustomReportTemplate” 
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‘ アクティビティ設定からスケジュール名を取得します。 

sScheduleName = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber, “Name”) 

‘ 上書きオプション値を取得します。 

bOverwrite = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportOverwrite”) 

‘ レポートファイル名を取得します。 

sReportFile = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportFile”) 

sReportFile = ct.ReplaceFilenameVariables(“”, ReportFile) 

‘ レポートヘッダーを定義します。 

sHeader = “Group” & vbTab & “Device Name” & vbTab & “IP Address”  

& vbTab & “Serial #” & vbTab & _ 

“Processor” & vbTab & “IOS” & vbTab & “Uptime” 

‘ マスターテーブルを作成します。 

Call ct.CreateMasterTable(sReportFile, sHeader, bOverwrite,  

ct.Devices,sClientFile, “”) 

‘ レポートを作成して送信する CatTools 関数を呼び出します。 

Call ct.CreateAndSendReport(sScheduleName & “  

(Custom Template Report)”,sHeader, 

ct.RemoveHeader(ct.ReadFromFile(sReportFile)), sReportFile) 

‘ 最後に一時クライアントファイルを削除しクリーンアップします。 

Call ct.RemoveClientResults(sClientFile) 

10.2.7.4.6 RemoveClientResults 

【書式】 

ct.RemoveClientResults(sClientFile) 

 

【出力結果】 

ファイルの削除。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンは\ClientTemp フォルダ下の sClientFile パラメーターで指定した文字列で始まる既存

のクライアント一時ファイル(.txt)をすべて削除します。 

入力パラメーターは１つです。 

 

sClientFile 文字列。検索対象のファイル名 
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10.2.7.4.7 MarshalThreads 

【書式】 

ct.MarshalThreads(sDeviceList, sScriptFile, sFunctionName, 

    lMaxProcessCount, sUniqueFileID) 

 

【出力結果】 

クライアントスレッドの管理。 

 

【内容/引数】 

このサブルーチンはアクティビティスケジュール内で使用されているクライアントスレッドを管理します。 

入力パラメーターは５つです。 

sDeviceList 文字列。 

現在のスケジュールに関連付けられているデバイス 

(ct.Devices変数を使用) 

複数のデバイスが関連付けられているときはパイプ文字(|)で区切りま

す。 

sScriptFile 文字列。 

使用するクライアントスクリプトファイル名 

このパラメーターは ct.ScriptFileClient変数で指定します。 

sFunctionName 文字列。 

クライアントスクリプトファイル内の関数名 

通常は Clientで始まる名前です。 

lMaxProcessCount Long値。 

アクティビティで使用するクライアントスレッドの最大数 

sUniqueFileID 文字列。 

アクティビティが¥ClientTemp フォルダ下に作成するクライアント(デ

バイス)一時ファイル(.txt)の接頭辞 

 

例 ） 

単純なバージョンレポートのクライアントスレッドを開始します。データベースに登録されているアクティビ

ティ設定値からクライアントスレッドの最大値を取得します。 

Dim lMaxClientThreads 

‘ アクティビティ設定からクライアントスレッド数を取得します。 

lMaxClientThreads = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber, 

“ClientThreads”) 

‘ スレッドを開始します。 
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Call ct.MarshalThreads(ct.Devices, ct.ScriptFileClient, “Client”, 

lMaxClientThreads,”CustomReportTemplate”) 

10.2.7.4.8 DBScheduleGetField 

【書式】 

ct.DBScheduleGetField(lScheduleNumber, sFieldName) 

 

【出力結果】 

フィールド値 

 

【内容/引数】 

この関数は CatToolsデータベースから指定したアクティビティのフィールド値を取得します。 

この関数は、cl.DBScheduleGetFieldクライアント関数と同じ処理を行いますが、アクティビティメイ

ンスクリプト内からのみ呼び出すことができます。 

入力パラメーターは２つです。 

lScheduleNumber 現在のスケジュール番号（Long） 

sFieldName 値を取得したいデータベースのフィールド名 

 

例 ） 

アクティビティのレポートファイル名を取得し、値を sReportFile文字列変数に保存します。 

sReportFile = ct.DBScheduleGetField(ct.ScheduleNumber,  

”ReportFile”) 

10.2.7.4.9 RemoveHeader 

【書式】 

ct.RemoveHeader(sData) 

 

【出力結果】 

文字列 

 

【内容/引数】 

この関数は指定したデータブロックの 1行目を削除します（最初のvbCrLfインスタンスを検索し、これを

含むそれ以前のデータをすべて削除します）。削除される 1行目の文字列を戻します。 

入力パラメーターは１つです。 

sData 処理するデータ文字列 
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10.2.8 カスタムアクティビティのテストとエラーメッセージ 

アクティビティタイプファイル(.ini)、アクティビティメインスクリプトファイル(.txt)、アクティビティクライアント

スクリプトファイル (.txt)、カスタムアクティビティにデバイス固有のコードを含むデバイスファイル

(.custom)の設定が終われば、CatTools で新しいアクティビティをテストできます。 

 

このテストのために、アクティビティ設定画面の Type ドロップダウンリストからカスタムアクティビティタイ

プを選択し、Devices タブで作成した.custom ファイルの対象となるデバイスを選択します。 

以下の情報がテストに役立ちます。 

10.2.8.1 Info Log メッセージ 

Info Log ペインで、実行中のアクティビティが出力するメッセージを確認できます。表示するメッセージの

レベルは Info Log ウィンドウ下部にあるドロップダウンリストで調整できます。ドロップダウンリストで 4) 

Show Debug events and above（デバッグイベント以上を表示）を選択すると、アクティビティの実行中に表

示された全ての cl.log メッセージを確認できます。 

Info Logペインに表示される全てのメッセージは、CatToolsのルートフォルダ下にある InfoLog.txtフ

ァイルに書き込まれます。このファイルは短期間で肥大化します。肥大化した場合は、File ⇒ Delete 

⇒ Delete lnfolog.txt file を選択して削除してください。 

カスタムデバイステンプレートスクリプト内の至るところに、クライアントスクリプト関数 

cl.Log 4 “message” が記述されています。このレベル 4 messageはデバイス固有の問題を解決

するのに役立ちます。 

 

新しいカスタムアクティビティスクリプトのテスト時に最も遭遇しやすい Info Log エラー(レベル 1-エラー)

を紹介します。 

10.2.8.2 エラーメッセージ：Client script error: Type Mismatch 

【エラーメッセージ】 

“Client script error: Type Mismatch: [activity name] on line: [line 

number]” 

 

【内容】 

このエラーは以下の条件のいずれかに当てはまるときに表示されます。 

 

 カスタムアクティビティを実行するデバイスに定義済みのカスタムデバイスファイル(.custom)が

ない。 
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 デバイスのデバイスファイル（.custom）にカスタムアクティビティクライアントスクリプト内で定義

された関数が記述されていない。 

 デバイスファイル（.custom）のコードに誤りがある。 

 

CatTools がデバイスに関連するデバイスファイル（.custom）を見つけると、Info Log に次のメッセージ

（レベル 4 – デバッグ）が表示されます。 

“Loading custom activities for device” 

 

注意 Info Log ペインで 4) Show Debug events and above が選択されていなければなりません。 

 

ご使用のデバイスに対してこのメッセージが表示されない場合は、CatTools が.custom ファイルを見つ

けられなかったことを意味します。 

この原因としては、ファイルが存在しない、ファイルを開けない(ユーザーアカウント権限をチェックしてくだ

さい)、あるいは.custom ファイルの名前を付けるときにタイプミスをしたなどが考えられます。 

上記のデバッグメッセージが表示された場合は、.custom ファイルの内容をチェックしてカスタムアクテ

ィビティ関数が存在すること、タイプミスがないこと、コードに誤りがないことを確認してください。 

(スクリプトが失敗する場所を見つける為に、コード内に cl.log 4,”...” Info Log デバッグメッセージ

を追加する場合があります)。 

 

選択したデバイスがカスタムアクティビティをサポートしていない場合は、アクティビティ設定画面の

Devices タブでこのデバイスを選択しないか、そのデバイス用の.custom ファイルのカスタムアクティビ

ティ関数に次のコードを追加します。 

 

Function [YourCustomActivityFunctionName]() 

Call cl.CatToolsNoSupport  

End Function  

 

上記のコードを追加してアクティビティを実行すると、関数は呼び出されますが 

cl.CatToolsNoSupport内部関数によって下記のような Info Log メッセージ(レベル 2－警告)が戻り

ます。 

 

“Device type: [SCRIPT_NAME constant] has not had this functionality added 

yet. Skipping this device” 
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10.2.8.3 エラーメッセージ：Client script error: Variable is undefined 

【エラーメッセージ】 

“Client script error: Variable is undefined: ‘[variable name]’ on line: 

[line number]” 

 

【内容】 

このエラーは以下の条件のいずれかに当てはまるときに表示されます。 

 未宣言の変数がコード内に記述されている。 

Dim または Redim を使って変数を正しく宣言してください(変数の宣言時にタイプミスをしないよう

注意してください)。 

 作成したコードに CatTools の内部変数/関数(cl.または ct.)の呼び出しや参照が記述されて

いる、あるいは定義済みのクラス/型の呼び出しや参照が記述されているが cl.、ct.、クラス名な

どをタイプミスしている。 

10.2.8.4 エラーメッセージ：Client script error: Object doesn’t support... 

【エラーメッセージ】 

“Client script error: Object doesn’t support this property or method: 

‘[property or method]’ on line: [line number]” 

 

【内容】 

このエラーは以下の条件に当てはまるときに表示されます。 

 .custom ファイル内に関数またはサブルーチンの呼び出しが記述されているが、その関数また

はサブルーチンが存在しない(コード内にタイプミスがないかどうか確認してください)。 

10.2.8.5 エラーメッセージ：Client script error: Wrong number of arguments... 

【エラーメッセージ】 

“Client script error: Wrong number of arguments or invalid property 

assignment: ‘[Function or Sub name]’ on line: [line number]” 

 

【内容】 

このエラーは以下の条件に当てはまるときに表示されます。 

 .custom ファイル内に関数またはサブルーチンの呼び出しが記述されているが、その関数また

はサブルーチンの引数の数が間違っている。 
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10.3 カスタムスクリプティング 

CatTools には、ユーザー独自のカスタムデバイスやアクティビティを作成してユーザーインターフェース

に追加する為のカスタムスクリプティング機能が付属しており、ご使用のデバイスが定義済みデバイスタ

イプの一覧にない場合や付属のアクティビティではニーズを満たせない場合でも自分でスクリプトを記述

することによって対応可能です。 

カスタムスクリプティングに関する詳細、カスタムファイルの作成手順、カスタムスクリプトのテンプレート

の保存場所、サンプルコードなどについては、それぞれ以下のページをご参照ください。 

 

カスタムデバイスやカスタムアクティビティをCatToolsに追加するときは、変数を使ってスクリプトファイル

を編集する必要があります。 

10.3.1 クライアントスクリプトで利用できる組み込み変数 

クライアントスクリプトで利用できる組み込み変数を説明します。 

クライアントから変数または関数にアクセスするには、”cl” 接頭辞を使います。 

例 ） 

If cl.QuitNow = 1 then exit sub 

 

【変数名】 

QuitNow 

 

【内容】 

Long値。 

この値に 0以外が設定された場合、スクリプトは処理を停止し即座に exit します。 

Activities ペインで STOP ボタンを押下されると、すべての実行中のスレッドの QuitNow 値に

１が設定されます。 

クライアントがタイムリーにSTOPイベントに応答できるように、長いループ処理の中でこの変

数をチェックするようにしてください。 

DeviceName As String marshalスレッド関数によって mainスクリプトから渡された現

在のデバイスの名前。デバイス名に基づいて更なるデータベースルックアップを行う場合に

この値を使用してください。 
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【変数名】 

ScheduleNumber 

 

【内容】 

整数。 

現在のスケジュール番号を含みます。各アクティビティには、固有の識別番号が割り当てら

れています。この番号はアクティビティの情報をデータベースで検索する際に固有キーとして

使用されます。 

【変数名】 

ScriptFileClient 

 

【内容】 

配列型（文字列）。 

実行中の現在のスクリプトファイル名。 

 

【変数名】 

UniqueFileID 

 

【内容】 

配列型（文字列）。 

このスクリプトの固有ファイル ID接頭辞（Mainスクリプトで設定）。Mainスクリプトで読み込ま

れる結果ファイルを書き込むときにこの固有値を使用します。これは他のスレッドが同じ結果

ファイルに上書きするのを防ぎます。 

【変数名】 

ProcessID 

 

【内容】 

Long値。 

このスレッド（1から MaxThreads）の ID番号。スレッドは異なるスクリプトの実行や異なるデバイス

への接続で再利用されうるので、この値は固有ではありません。この変数は main スクリプトをシ

グナリングしているときに使用できます。 
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【変数名】 

AppPath 

 

【内容】 

配列型（文字列）。 

Main アプリケーション（CatTools）がインストールされているフォルダのパス。このフォルダに

はつねに”\”文字で終わります。データを結果ファイルに保存する際にルートパスとしてこの

変数を使用します。 

例 ） 

ClientTemp フォルダはルートパス直下にあります。 

【変数名】 

DeviceHostnameID 

 

【内容】 

ログイン後デバイスから取得したホスト名（例：sales1600）。デバイスとの接続が確立した

ら、ホスト名がプロンプトから抽出されます 

例 ） 

sales1600> プロンプトからは sales1600が抽出されます）。 

 

【変数名】 

DeviceVTYPrompt 

 

【内容】 

この変数は、アクションがvtyモードで実行された後に戻されると想定されるプロンプトを保持

します。 

例 ） 

show interface コマンドが完了した後、DeviceVTYPromptは sales1600>が戻され

ることを想定します。 
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【変数名】 

DeviceEnablePrompt 

 

【内容】 

この変数はアクションが enable モードで実行された後に戻されると想定されるプロンプトを保

持します。 

例えば、show interface コマンドが実行された後、DeviceEnablePrompは sales1600#が戻

されることを想定します。 

【変数名】 

RecDataTimeOut 

 

【内容】 

Long値。 

デバイスからの応答を待つ秒数（例えば、コマンド送信後に受信される login プロンプトを待

つ時間）を保持します。 

【変数名】 

RxBuffer 

 

【内容】 

配列型。 

アクティブな接続から戻されるデータを保持します（例：SendData Blah, WaitForMultData）。 

戻り値が合致するかタイムアウトが起こった後、受け取ったデータが RxBuffer に保持されま

す。 

【変数名】 

StripVT100ESC 

 

【内容】 

Long値。 

0 以外が設定されている場合、vt100 タイプのスケープシーケンスは受信したポイントからバ

ッファストリームから除去されます。 

これは、telnet インターフェースベースのメニューをもつデバイスに役立ちます。この変数は

いつでも有効にすることができます（例えば、この変数を 1 に設定した後、WaitForMultData

関数を呼びます）。 
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【変数名】 

 DebugMode 

 

【内容】 

Long値。 

１が設定されている場合、アクティブな接続に送受信したデータを debug テキストファイルに書き

込みます。このファイル名は AppPath + “Capture” + UniqueFileID + “.txt” から

作成されます。この変数は通常の操作では 0に設定されます。 

10.3.2 DBDevicesGetAllFields(DeviceName) 関数に関係する変数 

DBDevicesGetAllFields(DeviceName) 関数を呼んだ後、以下のフィールドにデータベースから

情報がロードされます。 

CurDevType 

配列型（文字列）。 

デバイスタイプ（例： Cisco.Router.Generalまたは Cisco.Firewall.PIX） 

一致を確認するには、常に小文字の値をテストしてください。 

If Lcase(CurDevType) = “cisco.router.general” then... 

CurDevGroup 

配列型（文字列）。デバイスが所属するグループ。 

これはフリーフォームフィールドであり、ユーザーはどんな値でも設定することができます。 

CurDevName 

配列型（文字列）。デバイス名。 

これはフリーフォームフィールドであり、ユーザーはどんな値でも設定することができます。このデバ

イス名は固有でなければなりません。 

CurDevHostAddress 

配列型（文字列）。デバイスの IPアドレスまたはホスト名 

CurDevFilename 

配列型（文字列）。 

このデバイスの情報を保存するときに使用するベースファイル名。このファイル名はデバイス名から

作成されます。ファイル名として不正な文字は、アンダースコアで置換されます。 

CurDevModel 

配列型（文字列）。デバイスモデル（例： 1601または 3300）。 

これはフリーフォームフィールドであり、ユーザーが自由に値を設定できます。 
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CurDevConnectVia 

配列型（文字列）。Telnetや SSHセッションを試みる前に最初に接続するデバイスの名前。 

例 ） 

device Aに接続し、その後で現在のデバイスに telnet接続を試みる）。 

CurDevTelnet 

配列型（文字列）。接続に使用される方法。特定のデバイスに依存します。例： Telnet, SSH1, 

COMM 

CurDevTelnetPort 

配列型（文字列）。接続に使用するポート。例： 23 （Telnet）, 22 (SSH), 1 (COMM1) 

CurDevSession 

配列型（文字列）。デバイスへの接続時に使用されるセッション番号（例： LANE カードに接続する

為に、デバイスへ Telnet し、session 15 コマンドを発行します）。 

CurDevVTYPass 

配列型（文字列）。デバイスの VTYパスワード 

CurDevConsolePass 

配列型（文字列）。デバイスのコンソールパスワード。このコンソールパスワードはコンソール

（COMMポート接続）経由の接続時のみ要求されます。 

CurDevEnablePass 

配列型（文字列）。デバイスの enableパスワード。これは通常 Ciscoデバイスの enable-secretパス

ワードです。 

CurDevPrivilegeLevel 

配列型（文字列）。enableモードに入るときに使用する権限レベル（例： Enable 7） 

CurDevAAAUsername 

配列型（文字列）。AAA（TACACS/RADIUS/Username）を使用するデバイスで使用されるユーザー

名 

CurDevAAAPassword 

配列型（文字列）。AAA（TACACS/RADIUS/Username）を使用するデバイスで使用されるパスワー

ド 

CurDevVTYPrompt 

配列型（文字列）。デバイスで期待される VTYプロンプト。 

デフォルトプロンプトが期待される場合、通常 “” が設定されます。（例： Login:） 
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CurDevConsolePrompt 

配列型（文字列）。デバイスで期待されるコンソールプロンプト。 

デフォルトプロンプトが期待される場合、通常 “” が設定されます。（例： Login:） 

CurDevEnablePrompt 

配列型（文字列）。デバイスで期待される enableプロンプト。 

デフォルトプロンプトが期待される場合、通常 “” が設定されます。（例： Password:） 

CurDevAAAUserPrompt 

配列型（文字列）。デバイスで期待されるUsernameプロンプト。デフォルトプロンプトが期待される場

合、通常 “” が設定されます。（例： Username:） 

CurDevAAAPassPrompt 

配列型（文字列）。デバイスで期待される Passwordプロンプト。デフォルトプロンプトが期待される場

合、通常 “” が設定されます。（例： Password:） 

CurDevRequireVTYLogin 

配列型（文字列）。チェックボックス値。 

0 = VTYパスワードが期待されない 

1 = VTYパスワードが期待される。 

CurDevLoginUsesAAA 

配列型（文字列）。チェックボックス値。 

0 = Username/Passwordが期待されない 

1 = AAA Username/Passwordが要求される。 

CurDevEnableUsesAAA 

配列型（文字列）。 

チェックボックス値。 

0 = enableモードに入るときに Username/Password が期待されない 

1 = enableモードに入るときに Username/Password が要求される。 

CurDevAddress1 

配列型（文字列）。フリーフォームのアドレス情報。 

CurDevAddress2 

配列型（文字列）。フリーフォームのアドレス情報。 

CurDevAddress3 

配列型（文字列）。フリーフォームのアドレス情報。 
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CurDevContactName 

配列型（文字列）。デバイスの問い合わせ先名 

CurDevContactPhone 

配列型（文字列）。デバイスの問い合わせ先の電話番号 

CurDevContactEmail 

配列型（文字列）。デバイスの問い合わせ先の E メールアドレス 

CurDevContactOther 

配列型（文字列）。デバイスの問い合わせ先のその他の情報 

CurDevAlertEmail 

配列型（文字列）。このデバイスのアラート情報を送信する E メールアドレス。 

空欄の場合、プロパティで定義された E メールアドレスが使用されます。 

CurDevSerialNumber 

配列型（文字列）。デバイスのシリアル番号。フリーフォームフィールド。 

CurDevAssetTag 

配列型（文字列）。デバイスの資産タグ情報。フリーフォームフィールド。 

CurDevIdentification 

配列型（文字列）。その他のデバイス識別。フリーフォームフィールド。 

CurDevSerialOther 

配列型（文字列）。その他のデバイス識別。フリーフォームフィールド。 

CurDevActivitySpecific1 

配列型（文字列）。このデバイスのアクティビティ固有情報 

CurDevActivitySpecific2 

配列型（文字列）。このデバイスのアクティビティ固有情報 

Temp01 - Temp10 

Variant型。クライアントスクリプトで使用する汎用的なグローバル変数。あるスクリプトから別のスク

リプトにデータを転送できます。 

これらの値は開始時に初期化されず、以前のスクリプトインスタンスからデータを含んでいる可能性

があります。 
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10.4 クライアントスクリプトで利用できる組み込み関数 

クライアントスクリプトで利用できる組み込み関数を説明します。 

クライアントから変数または関数にアクセスするには、”cl”接頭辞を使います。 

 

例 ） 

cl.Log 1, “Expected response not received from command ...” 

10.4.1 ConnectHost 

【書式】 

ConnectHost() 

 

【内容／出力結果】 

関数/論理値 

 

【機能】 

CurDevHostAddressで指定された現在のホストに接続を試みます。 

接続に成功すると、True値が戻されます。 

この接続は失敗と判定するまでに３回試みられます。 

接続の試みに失敗した場合、警告メッセージが記録されます。 

３回失敗すると、エラーメッセージが記録されます。 

10.4.2 ConnectHostSingleAttempt 

【書式】 

ConnectHostSingleAttempt()  

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

 

【機能】 

CurDevHostAddressで指定された現在のホストに接続を試みます。 

接続に成功すると、”OK”が戻されます。 

接続に失敗すると、エラーの説明が戻されます。 

この関数は ConnectHostに３回呼び出されます。 
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10.4.3 ConvertToFilename 

【書式】 

ConvertToFilename(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型、引数 Filenameは Variant型 

 

【機能】 

Filename（ファイル名）に含まれる無効な文字をアンダースコアに置換します。以下の文字がファ

イル名に不適切であるとみなされます。 

“&+?:;,()=|¥/<>*^%@”。 クォーテーションと空白文字も置換されます。この関数はデバイス名

を適切なファイル名に変換する際にも使用されます。 

10.4.4 CreateFile 

【書式】 

CreateFile(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／論理値 

 

【機能】 

パスが存在しなくても指定されたファイルの作成を試みます。 

ファイルが既に存在する場合は何もしません。 

ファイルがまだ存在しない場合は、パスとファイルが作成されます。 

作成されるファイルは 0 byteです。 

10.4.5 CurrentDateStamp 

【書式】 

CurrentDateStamp(Format) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型、引数 Formatは Long型 

 

【機能】 

“Format”で指定した形式で現在の年月日（日付のみ）を変換します。 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

314 

ジュピターテクノロジー株式会社 

Format値： 

0 = ISOフォーマット(YYYY/MM/DD) 

1 = US フォーマット(MM/DD/YYYY) 

2 = UK フォーマット(DD/MM/YYYY) 

10.4.6 CurrentDateTime 

【書式】 

CurrentDateTime(Format)  

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型、引数 Formatは Long型 

 

【機能】 

“Format”で指定した形式で現在の年月日時（日付＋現在時刻）を変換します。 

Format値： 

0 = ISOフォーマット(YYYYMMDDHHNNSS) 

1 = US フォーマット(MMDDYYYYHHNNSS) 

2 = UK フォーマット(DDMMYYYYHHNNSS) 

10.4.7 CurrentDateTimeStamp 

【書式】 

CurrentDateTimeStamp(Format) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型、引数 Formatは Long型 

 

【機能】 

“Format”で指定した形式で現在の年月日時（日付＋現在時刻）を区切り文字なしで戻します。 

Format値： 

0 = ISOフォーマット(YYYY/MM/DD HH:MM:SS) 

1 = US フォーマット(MM/DD/YYYY HH:MM:SS) 

2 = UK フォーマット(DD/MM/YYYY HH:MM:SS) 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

315 

ジュピターテクノロジー株式会社 

10.4.8 DBCheckScheduleOption 

【書式】 

DBCheckScheduleOption(ScheduleNumber, Option Number) 

 

【内容／出力結果】 

関数／Long 型 

 

【機能】 

アクティビティの指定したオプションチェックボックス値を戻します。各アクティビティは 10 のオプショ

ン値を持つ事が出来ます。アクティビティ番号とオプション値（1 から 10）を渡すと、指定したオプショ

ンチェックボックスの値（0 = チェックなし、 1= チェックあり）が戻ります。 

10.4.9 DBDevicesClearCurDevFields 

【書式】 

DBDevicesClearCurDevFields() 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

現在のデバイス変数をすべてクリアし、””を設定します。 

10.4.10 DBDevicesGetAllFields 

【書式】 

DBDevicesGetAllFields(DeviceName) 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

データベースで指定されたデバイスをみつけ、すべてのフィールドを CurDevXXX 変数にロードしま

す。この関数が機能するかどうかを調べるには、len(CurDevName) > 0をチェックしてください。 
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10.4.11 DBDevicesGetField 

【書式】 

DBDevicesGetField(DeviceName, FieldName) 

 

【内容／出力結果】 

関数／Variant型 

 

【機能】 

データベースファイルから”DeviceName”デバイスの”FieldName”フィールドに含まれるデータを

戻します。取得に失敗した場合は空白が戻ります。 

10.4.12 DBScheduleGetField 

【書式】 

DBScheduleGetField(ScheduleNumber, FieldName) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

 

【機能】 

データベースファイルから”ScheduleNumber”アクティビティの”FieldName”フィールドに含まれ

るデータを戻します。取得に失敗した場合は空白が戻ります。 

10.4.13 DeleteFile 

【書式】 

DeleteFile(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／論理型 

 

【機能】 

特定のファイルを削除し、ファイルが削除後に存在するかどうかに基づいて True または False を戻

します。 

True = ファイルが削除された。 

False=ファイルが存在し削除に失敗した。 
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10.4.14 DisconnectHost 

【書式】 

DisconnectHost() 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

現在のデバイスへのアクティブな接続を閉じます。 

10.4.15 FileExists 

【書式】 

FileExists(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／論理型 

 

【機能】 

指定したファイルが存在するかどうかをテストします。 

ファイルが見つかった場合は True、見つからなかった場合は Falseが戻ります。 

10.4.16 FlushRxBuffer 

【書式】 

FlushRxBuffer() 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

受信バッファでみつかったデータをフラッシュし、アクティブなソケットからデータを受信しなくなるま

で待ちます。 

10.4.17 nfoUpdate 

【書式】 

nfoUpdate(Message) 
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【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

info アップデートメッセージをメインのプログラムに戻します。 

10.4.18 Sub LogToFile 

 

【書式】 

Sub LogToFile(Filename, Data, Append) 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

書き込みのためにファイルを開きます。 

Dataに保存されたデータをファイルに書き込みます。 

Append が１の場合、データはファイルの末尾に追記されます。 

Appendが 1の場合は、ファイルは新しいデータで上書きされます。 

10.4.19 Ping 

【書式】 

Ping(Hostname As String, Timeout PingCount ProcessID) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

引数 Hostname ⇒ 配列型 

引数 Timeout  ⇒ Long 型 

引数 PingCount ⇒ Long 型 

引数 ProcessID ⇒ Long 型 

 

【機能】 

ホスト名に ping を試み、結果を以下のフォーマット戻します。 

!!!!! TAB 100% TAB 10 TAB 100 TAB 80 または..... TAB 0% TAB TAB TAB 

Hostnameは、ping するデバイスの IPアドレスまたはホスト名 
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Timeoutは、秒で指定します。デフォルトは 5秒です。 

PingCountは Ping echo要求を送信する回数です。デフォルトは 5ping です。 

ProcessIDは、現在の current processID (cl.ProcessID)です。 

これは、応答がそれを送信した正しいプロセスにバックできるように送信された ping パケットを識別

する為に使用されます。 

最小、最大、平均応答時間は受信したすべての ping エコーから計算されます。戻りデータは、解析

およびレポートしやすいタブ区切りです。 

10.4.20 ReadFromFile 

【書式】 

ReadFromFile(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

 

【機能】 

指定したファイル名の内容を読み込み、データを文字列値として戻します。 

ファイルが存在しないまたはデータが含まれない場合は、””値を戻します。 

10.4.21 ReplaceClientFilenameVariables 

【書式】 

ReplaceClientFilenameVariables(Filename) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

 

【機能】 

%Variable%項目を関連する値で置換します。 

%AppPath% = cl.AppPath 

%GroupName%” = cl.CurDevGroup 

%DeviceName% = cl.CurDevName 

%DateISO% = cl.CurrentDateStamp(0) (“YYYY-MM-DD”) 
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10.4.22 SaveResults 

【書式】 

SaveResults(Data,Append) 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

結果データを別々のファイルに保存します。ファイル名はMainスクリプトで設定されたデバイス名や

UniqueFileIDから作成されます。 

Filename フォーマット： 

Filename=cl.AppPath+”\ClientTemp\”+UniqueFileID+ConvertToHex(DeviceName)+”.txt” 

DeviceNameは、無効な chrs を除去する為に hex フォーマットに変換されます。 

10.4.23 SendData 

【書式】 

SendData(MessageText) 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

MessageTextの文字列を現在の接続に送信します。 

10.4.24 WaitForMultData 

【書式】 

WaitForMultData(Mult, Choices, Timeout) 

 

【内容／出力結果】 

関数／Long 型 

 

【機能】 

Mult()配列に含まれるデータのRxBufferを監視します。もし合致が見つかる場合、配列のインデック

ス値が戻されます。 

戻り値 0は、タイムアウトする前に合致する値が見つからないことを意味します。 
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Timeoutは秒で設定し、有効な cl.RecDataTimeOutは通常、この値として渡されます。 

Choices は、Mult配列に含まれる要素数を指定します。 

 

例 ） 

Mult(1) = “Login:” Mult(2)= “Password:”, Choices=2 

10.4.25 ReplaceControlChrs 

【書式】 

ReplaceControlChrs(Message) 

 

【内容／出力結果】 

関数／配列型 

 

【機能】 

制御文字（ASCII 32 以下）を数値文字列に置換します。 

例えば、タブ文字（ASCII 9）は<009>となります。これは、デバッグ時のログを画面に表示したり後で

解析する為にファイルに記録したりするときに使用されます。 

10.4.26 Log 

【書式】 

Log(Priority, Message) 

 

【内容／出力結果】 

サブルーチン 

 

【機能】 

ログイベントメッセージバックをメインプログラムに送信します。 

メッセージを分類する為に以下の Priority コードの１つを使用します。 

 

Priority値 

4 = Debug 

3 = Info 

2 = Warning 

1 = Error 
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10.4.27 スクリプトエディター 

カスタムスクリプトファイルを編集するには、テキストファイルエディターかスクリプトエディターに読み込

む必要があります。 

Windowsに付属のメモ帳(Notepad.exe)でもテキストファイルの編集は可能ですが、構文がハイライト表示

(コードが別の色で表示)されるようなスクリプトエディターを使ったほうがスクリプトファイルの編集が簡単

です。 

Visual Basicまたは Visual Studio がご使用のマシンにインストールされている場合は、どちらかのプログ

ラムを起動してスクリプトファイルを開けば構文がハイライト表示されるので便利です。 
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11 問題が発生したときの対応策 

技術サポートに障害報告をされる場合は、できるだけ多くの情報を提供してください。 

 

例えば、デバイスにログオンする際にエラーが生じた場合、表示されたエラーの全文を知らせてください。

エラーメッセージは Info Log に表示されており、その意味も記載されています。 

問題が発生したデバイスがどのタイプであるかは非常に重要な情報です。CatTools では多種多様なデ

バイスをサポートしており、それぞれが異なるエラーを引き起こします。 

InfoLog.txt ファイルを送信していただければ、エラーが発生したおおよその時間を知ることができま

す。１つのエラーメッセージに対するテキストファイルが 50MB 以上になりますと、そのファイルを確認す

る際に何かを見落とす危険が発生しやすくなります。 

メッセージやセットアップエラーについてはスクリーンショットや［File］ ⇒ ［Debug］を使ってテキスト情報

を作成して送信してください。 

InfoLog.txt 内のデータを送信する場合は、そのファイル自体を添付して送ってください。サイズが大

きい場合は圧縮してください。InfoLog.txt から内容を直接コピーアンドペーストで E メールの本文に

貼り付けると、文字化けする可能性があります。多くの場合、E メールに貼り付けられた情報よりも、その

前後を含む情報を確認する必要があります。 

 

技術サポート時に提供する必要がある情報 

 OSのバージョン・エディション・グレード・サービスパックの有無 

 CatToolsのバージョン 

 仮想環境の場合はハイパーバイザの種類、ドライバの導入の有無 

 ［File］⇒［Enable capture mode］で作成したデバッグファイル 

 ［File］⇒［Debug］⇒［Create diagnostics for Technical Support］で生成した TechSupport.zip 

 エラーダイアログが出た場合はそのスクリーンキャプチャ 

 イベントが出た場合は、そのイベントを含めた前後 15分ほどの．evtx ファイル 

 その他の問題とする部分のスクリーンキャプチャやコピー、syslog等 

11.1 サポート対象バージョン 

CatTools の技術サポートは基本的に全バージョンが対象ですが、メーカー側のサポート設定は次の様

になっています。 
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CatTools Version 3.7 と それより古いバージョン 

製品の技術サポート（EoE）期限  ：２０１４年 ７月 ８日（終了済み） 

製品サポート終了（EoL）アナウンス  ：２０１４年 ４月 ８日 

製品のサポート期限（EoL）   ：２０１５年 ７月 ８日 

 

従って古いバージョンの場合、対応できる技術的なサポートについて、十分なご対応が出来ない場合が

あります。こうした事情を踏まえ、状況が許す限り、できるだけ新しいバージョンへアップデートしてくださ

い。 

11.2 データが保存されない場合の問題について 

CatToolsのアクティビティを使用する上で、データが正しく保存されない場合があります。 

その場合は以下について確認してください。 

 

 ネットワークドライブや共有フォルダをアタッチしている場合 

ネットワーク上のフォルダを保存先としている場合、ユーザー認証や権限等のパーミッションの設定

の問題で保存できない事がありますので、設定をご確認下さい。 

ネットワーク上の共有フォルダを使用する場合は、以下の手順が必要です。 

1. 物理的なストレージを持つ OSで、匿名アクセスと匿名ユーザーのポリシーを有効にする 

2. 物理的なストレージを持つ OSで、フォルダを共有化する 

3. 物理的なストレージを持つ OSのファイルシステムでセキュリティを解除する 

4. 共有する側とされる側に同一アカウント（同一パスワード）を作成して使用する 

 

 ファイルパスに日本語が入っている場合 

ファイルパスに日本語が入っている場合、CatTools は正しくファイル操作を行う事が出来ません。フ

ァイルパスに日本語が入らない様に設定してください。 

 

例：次のようなファイルパスはエラーが出る場合があります。 

C:\Program Files (x86)\CatTools3\デイリーログ\ファイアーウォールの設定１ 

11.3 バックアップ・リストア、インポート・エクスポートの障害 

データベースのバックアップやリストア、デバイスやアクティビティのインポート・エクスポートでエラーが

表示されたり、アプリケーションが強制終了される場合、次の設定をお試し下さい。 

 



 

 

 

CatTools 管理者ガイド 

Rev. 1.5 

325 

ジュピターテクノロジー株式会社 

手順 

1. ［コントロールパネル］⇒［地域と言語］を選択する。 

2. ［管理］タブを選択する。 

3. ［Unicode 対応ではないプログラムの言語］のシステムロケールを『英語（米国）』へ変更する。 

 

この時、デバイス登録後にシステムロケールを変更すると、CatToolsに登録したデバイスのアカウント名

とパスワード設定が崩れますので、全てのデバイスの全てのアカウントとパスワードを再入力する必要

があります。 

 

Unicodeで記述された半角英数文字は、大抵のエンコード方式では、必ずASCIIコード上の文字コードに

帰結するように設計されておりますが、データベース内の変換が正しく行なわれない場合があり、そうい

った場合はアカウント名が短くなったり、パスワードにノイズが混じるケースがあります。（パスワードの場

合は*キャラクタで隠される為、確認が出来ません） 

 

また、CatTools と OS・OS 付属のツール以外の、全てのサードパーティ製アプリケーションで、インターフ

ェース上の文字の文字化けを起こします。日本語が文字化けしたり、場合によってはインターフェースか

らボタンやペインが追い出されて使用できなくなる場合があります。 

 

従って、システムロケールの変更を行なう場合、そのシステムはCatToolsのみをインストールし、運用す

る、専用システムと位置づける必要があります。また、その切り替えタイミングは初期導入時であり、長く

使っていたシステムの場合は行なうべきではありません。 

11.4 レポートファイルが保存できない 

各アクティビティのログ、レポートファイルは、デフォルトのフォルダと、すでに存在するフォルダにのみ格

納できます。 

アクティビティの保存パスにファイル名変数を使用して格納する場合、例えば  %GroupName% 

や %DeviceName% はデバイス固有の情報を含む変数であり、OS のシステムがコールできる変数では

ない為、保存ができず、設定したアクティビティは必ず失敗で終了します。 

CatTools でレポートファイルを独自の場所に、ディレクトリを変化させて保存する場合、パスに使えるファ

イル名変数は、常に日時や時間のみであることに留意してください。 

11.5 コンソールを開くとタイマーが止まる 

初期設定ではコンソールを開くと CatToolsのアクティビティタイマーが止まります。 

コンソールを開いてもタイマーを止めずアクティビティを実行したい場合は、次の設定を行ないます。 
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手順 

1. ファイルメニュー［Options］⇒［Setup］を開きます。 

2. ファイルメニュー［Options］⇒［Setup］を開きます。 

3. ［Misc］タブを開きます。 

4. 「When existing the Manager should:」で「Set the timer to ON」を選択する。 

 

なお、下図のダイアログで『いいえ』を選択すると、Manager を閉じてもタイマーは再開しません。 
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11.6 ライセンスの再適用にまつわる問題 

正規ライセンスを適用した本ソフトウエアは、以下の操作を行ってもライセンスは保持されます。 

 

 本ソフトウエアをアンインストールする 

 新しいバージョンを上書きインストールする 

 古いバージョンを上書きインストールする 

 

ライセンスの解除はライセンスマネージャーをインストールし、ライセンスマネージャーからディアクティベ

ートを行わなければなりません。 

 

正規ライセンスを適用済みの本ソフトウエアをアンインストールし、正規ライセンスをライセンスマネージ

ャーからディアクティベートすると、有効デバイス数が０にセットされて、正規ライセンスが解除されます。 

この環境に改めて本ソフトウエアを再インストールし、正規ライセンスを適用すると、初回起動時は有効

デバイス数が０にセットされたまま正規ライセンスが適用されます。 

 

この為、正規ライセンスを認識しながら有効デバイス数が０となるため、本ソフトウエアのファイルメニュ

ーがグレーアウトしたまま、操作ができません。 

 

この状態を解除するには、本ソフトウエアのサービスを再起動する必要があります。 

サービスの再起動によって有効デバイス数がライセンス条件通りに無制限となります。 

 

この様な状態になってしまった場合は、安定動作の確保の意味で、サービスの再起動ではなく、OSの再

起動を行ってください。 

11.7 付属の TFTPサーバはポート 69のみ使用します 

CatToolsに付属する TFTPはポート 69のみ使用します。 

 

《 一般的な TFTPアプリケーション 》 

 TFTP-client        TFTP-server 

 Port:X-------------->Port:69 Request 

 Port:X<--------------Port:Y Answer 

 Port:X-------------->Port:Y ACK 

 Port:X<------------->Port:Yデータ送受信 
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《 CatTools付属の TFTPアプリケーション 》 

 TFTP-client        TFTP-server 

 Port:X-------------->Port:69 Request 

 Port:X<--------------Port:69 Answer 

 Port:X-------------->Port:69 ACK 

 Port:X<------------->Port:69データ送受信 

 

これはCatToolsの仕様であり、その意味でCatToolsがTFTPクライアントとデータの送受信を行う時は、

TFTPのセッション作法に完全には準拠いたしておりません。（多くの場合、問題はありません） 

11.8 Backup current database機能は最新９ファイルまで保存 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Backup current database］を選択すると CatToolsのデータベー

スをバックアップする事が出来ます。 

 

このバックアップは例えば Windows Server 2008R2 であれば、下記のフォルダに保存されます。 

C:\Program Files (x86)\CatTools3\KDB Backups\System Backups 

 

バックアップファイルは 

Backup-1-KiwiDB-CatTools.kdb 

・・・ 

Backup-9-KiwiDB-CatTools.kdb 

 

と９ファイルまで保存され、10回目に保存するとBackup-9-KiwiDB-CatTools.kdbが削除されて、全ファイ

ルがリネームされ、最新のバックアップファイルがBackup-1-KiwiDB-CatTools.kdbになり、常に最新９回

分のバックアップファイルが維持されます。 

こまめにバックアップする場合はアクティビティの『DB.Backup.CatTools』を利用してください。 

このアクティビティは Backup current database機能と全く同等であり、ファイル名に ISO形式の日付と時

間が追加されて、このような保存ファイル数制限がなくなります。 

11.9 Info Logに表示される”Error: 70 Permission denied”メッセージ 

Error: 70 Permission denied (starting client threads) 

Info Log に”Problem starting CatTools_Client instance #1. Error:70: Permission 

denied”というエラーが表示されたときは、CatTools_Client DCOM コンポーネントの起動を許可されて

いないユーザーが CatTools を実行していることを意味しています。 

次の操作をすると、このエラーは表示されなくなります。 
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1. スタート ⇒ ファイル名を指定して実行から dcomcnfg.exeを実行します。 

2. 左ペインで、コンポーネントサービス ⇒ コンピュータ ⇒ マイコンピュータ ⇒ DCOM の構成の順

に展開していきます。 

3. CatTools_Client.clsMainまたはCatTools_Client.KiwiSNMPを選択します。どちらが

表示されているかはご使用のシステムにインストールされている CatTools のバージョンによって異

なります。 

4. 右クリックメニューからプロパティを選択します。 

5. セキュリティタブをクリックします。 

6. 起動とアクティブ化のアクセス許可セクションのカスタマイズをオンにします。 

7. 編集ボタンをクリックします。 

8. CatTools を実行しているユーザーのローカルからの起動およびローカルのアクティブ化の許可をオ

ンにします。 

 

注意 サービスは LocalSystem アカウントで実行されます。 

 

設定を変更したらシステムを再起動し、CatTools がクライアントスレッドを正常に開始できるかどうかチェ

ックしてください。(EventLogにはこのエラーが Event ID: 10016の DCOMエラーとして表示されます。) 

11.10 リモートデスクトップシステム 

CatTools がリモートデスクトップソフトウェアを使用しているマシン上でクライアントスレッドを実行しようと

すると、エラーが発生する可能性があります。 

 

RealVNCおよび TightVNC 

CatTools は(Windows Vista 以外の Windows システムで実行されている)TightVNC 1.3.9 および

RealVNC 4.3.2上でテストを実施した結果、問題がないことが確認されました。 

これ以前のVNCではクライアントスレッドの起動時にエラーが発生することがあります。これらのアプリケ

ーションの旧バージョンでは Windows システムを停止させ、クライアントが１つのスレッドしか実行できな

いようにしているようです。 

そのような場合、まず VNC を現バージョンにアップグレードしてエラーが発生しなくなるかどうかチェック

することをお勧めします。 

VNC ソフトウエアをアップグレードできない場合は、レジストリ設定を変更してみてください。 

RegEditを起動し、use_Deferral の設定を 0にします。 
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キー：  

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥ORL¥VNCHooks¥Application_Prefs¥CatTools_Clie

nt.exe 

DWORD: use_Deferral 値を 0に設定します。 

 

キー： 

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥ORL¥VNCHooks¥Application_Prefs¥CatTools.exe 

DWORD: use_Deferral 値を 0に設定します。 

PC Anywhere  

CatToolsは(Windows Vista以外の Windows システムで実行されている)PCAnywhere 12.1の評価版

でテストを実施した結果、問題がないことが確認されました。 

11.11 リモート認証 

リモート認証を行うネットワーク上でCatToolsを実行していると、時々不具合が生じることがあることが確

認されています。スケジュール化されているアクティビティの実行時にデバイスにログオンしようとすると、

時折 CatTools が落ちるという現象です。次の指定時間にアクティビティが実行されるときには、CatTools

は同じデバイスに問題なくログオンできます。 

この現象はネットワークの負荷が重いときやリモート認証システムのロード中に顕著に現れます。 

デバイス側でタイムアウトまでのリモート認証サーバの応答待ち時間を長く設置することによって、この

現象を回避できる場合があります。例えば、一部の Cisco デバイスの場合は次のコマンドを発行してタイ

ムアウトを 20秒間に設定できます(デフォルト値は 5秒前後の値が設定されています)。 

 

set tacacs timeout 20 

11.12 アンチウィルスツール 

一部のアンチウィルスツールには出入どちらかのネットワークアクセスを遮断する機能が付属しています。

突然 CatTools がどのデバイスにも接続できなくなったり警告メールを送信するメールサーバに接続でき

なくなったりしたときは、アンチウイルスプログラムが遮断していないかどうか確認してください。 

McAfee Enterprise V8.0ではプログラムとポートのブロッキングを設定できます。このような設定を

行うと、CatTools でレポート送信用のメールサーバに接続できなくなる場合があります。 

11.13 XPファイアウォール 

XPシステム上で CatToolsを実行している場合、Service Pack 2 以降では XP ファイアウォールがデフォ

ルトでオンになっていますので注意が必要です。XP ファイアウォールをオンにしたまま CatTools を実行
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するには、CatTools に対して例外設定を行うかファイアウォールが CatTools の処理を妨害しないよう設

定を調整する必要がある場合があります。 

11.14 サービスは稼動しているがスケジューラーが機能しない 

CatTools は正常に実行されておりスケジューラーもオンになっているようだが、アクティビティが実行され

ないというケースが時々あります。 

InfoLog.txt ファイルを確認すればおそらく、アクティビティがハングアップし終了していないことが示

されているはずです。この現象は論理ループが発生しているか通信がハングアップしており CatTools 側

でタイムアウトを検出できないことが原因で発生します。通常はこのようなことが毎回発生するということ

はありませんが、電流障害等の偶発的なトラブルで発生する可能性はあります。 

CatTools Setup画面のMiscタブに、このようなトラブルが発生した後でもCatToolsが正常に実行を続け

られるようにする為に役立つオプション(Terminate orphaned activity running longer than)があります。こ

のオプションを設定することによって、指定した待ち時間(分単位)経過後にハングアップしたアクティビテ

ィを強制終了させることができます。強制終了後 CatTools はリカバリを実行しスケジュール化されている

アクティビティを再起動します。 

通常、問題が発生していない限りこの設定は 0 のままにしてください。長い実行時間を要するアクティビ

ティを強制終了させずに最後まで実行させる為です。 

この現象が発生する、もう一つの原因は DCOM コンポーネントの権限が問題である可能性があります。

このことが原因であることを確認するには、Info Logタブに次のメッセージが表示されていないかどうかチ

ェックしてください。 

“Problem starting CatTools_Client instance #1. Error:70: Permission denied”  

11.15 外部プログラムが起動できない 

64bitOSや Windows Vista以降の OS環境の場合、サービスモードでインストールされた CatTools は外

部プログラムを起動できない場合があります。 

SysWOW64 フォルダの中に当該外部プログラムを移動すれば起動できる場合もありますが、多くの場合、

ユーザーアプリケーション（スクリプト等を含む）を使用できません。 

これは Windows Vista 以降の OS においては、OS とサービスはセッション０で動作し、ユーザーアプリケ

ーションはセッション１以降で動くようにセッション０が分離された設計に変更されたことが原因です。 

従って、外部プログラムを使用する場合は、CatTools をアプリケーションモードでインストールし、

CatToolsの動作空間をセッション１以降に変更する必要があります。 

 

サービスモードの CatTools が起動できないプログラムとしては、画面変化を伴うもの（何かを表示する・

あるいは動作時に何かを表示せざるを得ないもの）、ディスプレイ情報を取得するもの、ダイアログを使

って通信を行なうもの、ローカル・オブジェクトでサービスとアプリケーションの同期をとるもの等です。 
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外部プログラムの利用が必要な場合は、メールの受信によってスクリプトを起動するプログラムを使用し

たり、特定ファイルの更新を監視するプログラムの利用をご検討下さい。 

11.16 機能の要望・追加リクエスト 

CatTools の現在のバージョンで対応できない機能、改善の必要がある機能、問題解決に繋がる修正に

ついては、弊社経由でのリクエストを受け付けております。 

しかし、CatTools は非常に機能リクエストの多いソフトウエアであり、リクエストの優先順位について、ユ

ーザーコミュニティで投票を行なっている様な状態です。 

従って、リクエストを行い、メーカーの開発計画に含まれても実装や期日を保証できません。 

多くの場合、OS の進化やポリシーの変更で意味がなくなってしまったり、デバイスメーカーがサポートポ

リシーを変更した機能だったり、あるいは社会的・技術的・宗教的なインパクトを懸念して実装を見送る

場合があります。 
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12 CatTools API 

CatTools API を使用すれば CatToolsデータベースから直接データの読み込みや書き込みを行えます。

APIは基本的に CatToolsユーザーインターフェースの Add、Remove、Editボタンと同じ働きをします。 

CatTools API を使用してアプリケーションまたはコードを作成する場合は、そのアプリケーションおよびコ

ードはCatToolsがインストールされているシステム上でのみ実行できます。これは動作時にCatToolsの

ライセンス情報を読み込むためです。 

APIは、データベース接続・デバイスへのアクセス・デバイスの関連データへのアクセスに制限されます。 

APIには、アクティビティを更新する為のアクティビティ関連の利用可能な publicクラスはありません。 

APIには様々なクラスからアクセスできます。 

12.1 環境 

API の使用には Visual Studio 等の Visual Basic 開発環境または Microsoft Office アプリケーションの

Visual Basic Editor での VBA プログラミング環境を前提としています。 

このため以下で紹介する API を使用したサンプルコードは VB/VBA の形式で記述されています。 

一般的な開発環境では、簡単に CatToolsAPIという名前でCatTools APIへの参照(*)を追加できます

（参照を追加すれば CatTools API のクラスを利用できるようになります。）参照を追加し終わったら、

CatTools API ヘルプページからサンプルコードをコピーして、作業中の VBプロジェクトに貼り付けるだけ

です。 

メモ帳のようなテキストエディタを使用している場合は、CatTools API への参照を追加できません。この

場合は、CatTools API ヘルプページからコピーしたサンプルコードを少し変更しなければなりません。

CreateObject関数を使用して CatTools API で利用可能なクラスへの参照を追加します。 

 

例 ） 

テキストエディタの場合 

Dim DB 

Set DB = CreateObject(“CatToolsAPI.Database”) 

 

このコードでサンプルコードの以下の部分を置換します。 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

 

このテキストファイルを VBScript（.VBS）ファイルとして保存し、実行します。 

API コードを動作させるには、CatTools API ライブラリファイル（Cattools.dll）をシステムに正しく登

録しなければなりません。 

CatTools API ライブラリファイルの登録は、スタート ⇒ ファイル名を指定して実行を選択して以下のコ

マンドを入力します。 
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regsvr32 “C:¥Windows¥system32¥cattools.dll” 

 

* 参照の追加 (Visual Basic Editor) 

Microsoft Office アプリケーション内の Visual Basic Editor で、ツール ⇒ 参照設定を選択し、参照可能

なライブラリファイル一覧から CatTools API を選択します。 

VB6 IDE で、プロジェクト ⇒ 参照...を選択し利用可能な参照の一覧から CatTools API を選択します。 

12.2 Classes 

CatTools API には以下の API classesが含まれます。 

12.2.1 Classes 

Database データベースへの接続、ライセンスの検証 

Devices 
Device オブジェクトの集合 

データベースからの取得とデータベースへの保存 

Device データベースに保存されている各デバイス 

DeviceTypes Device Type オブジェクトの集合 

DeviceType デバイスタイプ（例： Cisco.Router.General） 

Groups Group オブジェクトの集合 

Group デバイスグループ（例： Default） 

12.2.2 Database 

Database class は CatToolsデータベースへの接続に使用します。ライセンスの検証も行います。 

API が接続するデータベースは KiwiCatTools-Settings.ini ファイルに保存されているデータベ

ースと同じです。 

以下のプロパティとメソッドを利用できます。 

12.2.2.1 プロパティ 

Version API dll ファイルのバージョン。読み取りのみ 

Path 
アクセスするデータベース。読み取りのみ 

この情報は ini ファイルから取得されます。 

EncryptionPassword 
データベースを復号化する為に使用する暗号化 

パスワード 

Err 最終エラーID。読み取りのみ 
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ErrDescription 最終エラー。読み取りのみ 

Connected データベース接続可否。読み取りのみ 

12.2.2.2 関数 

OpenConnection 
ini ファイルに定義されたデータベースへの接続をオープンしま

す。 

CloseConnection データベースへの接続をクローズします。 

Devices データベースに含まれるデバイスの集合を取得します。 

ErrClear エラーメッセージをクリアします。 

DeviceTypes データベースに含まれるデバイスタイプの集合を取得します。 

Groups データベースに含まれるグループの集合を取得します。 

12.2.2.3 サンプルコード 

以下は、CatTools API を使用してデータベースに接続するサンプルコードです。 

 

SAMPLE 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

DB.EncryptionPassword = “MyPassword” 

If DB.OpenConnection Then 

MsgBox “Connected ok” 

Else 

MsgBox “DB connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

DB.CloseConnection 

Set DB = Nothing 

12.3 Devices 

Devices class は CatTools Deviceオブジェクトを列挙、デバイスの変更（例： 追加、編集、削除）に使

用します。以下のプロパティと関数を利用できます。 

12.3.1 プロパティ 

Count データベースに含まれるデバイス数 
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12.3.2 関数 

AddNew 

デバイスを戻します。 

このデバイスのデータベースに保存する前に設定を変更できます。 

入力パラメーター： 作成するデバイスタイプの名前 

DeleteByDevice 
データベースからデバイスを削除します。 

入力パラメーター： Device オブジェクトを渡します。 

DeleteByName 
データベースからデバイスを削除します。 

入力パラメーター： デバイス名 

GetByName 
Device オブジェクトを取得します。 

入力パラメーター： デバイス名 

Items Device オブジェクトの集合を取得します。 

Refresh データベースを再同期します。 

SaveDevice 
Device オブジェクトをデータベースに保存します。 

入力パラメーター： 保存する Device オブジェクト 

12.3.3 サンプルコード 

CatTools API を使用してデバイスを繰り返し処理するサンプルコード 

 

SAMPLE 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Dim Devices As CatToolsAPI.Devices 

Dim Device As CatToolsAPI.Device 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

 

DB.OpenConnection 

If DB.Connected Then 

Set Devices = DB.Devices 

Debug.Print Devices.Count & “ devices in the database” 

For Each Device In Devices 

 If Device.Group = “Default” then 

   Debug.Print Device.Name & “ “ & Device.HostAddress 

 End If 

 DoEvents 

Next 
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Else 

Debug.Print “Connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

 

DB.CloseConnection 

Set Device = Nothing 

Set Devices = Nothing 

Set DB = Nothing 

12.3.4 Device 

Device class は CatToolsデバイスをカプセル化します。 

以下のプロパティを利用できます。 

12.3.4.1 プロパティ 

AAAPassword 
Password： デバイスがログイン時にユーザー名/パスワードを要求する

場合に使用されるパスワード 

AAAPasswordPrompt Prompt： デバイスがパスワードの入力を促すプロンプト 

AAAUsername 
Passwords： デバイスがログイン時にユーザー名/パスワードを要求する

場合に使用されるユーザー名 

AAAUserPrompt Prompt： デバイスがユーザー名の入力を促すプロンプト 

ActivitySpecific1 Info： 未使用 

ActivitySpecific2 Info： 未使用 

Address1 Info： デバイスの設置場所 

Address2 Info： デバイスの設置場所 

Address3 Info： デバイスの設置場所 

AlertEmail 
Info： このデバイスのアラームまたは警告を E メールで受信するユーザ

ーのメールアドレス 

AssetTag Info： アセットタグ情報 

ConnectionMethod Device： デバイスへの接続方法（例：Telnet、SSH2） 

ConnectVia Device： 接続を経由するデバイスの名前 

ConnectViaID 
Device： 接続を経由するデバイスの ID 

-1 の場合は、直接接続（Direct connect） 

ConsolePassword Passwords： コンソール（COM 接続）パスワード 

ConsolePrompt 
Prompts： デバイスがコンソール接続時にパスワードの入力を促すプロ

ンプト 
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ContactEmail Info： このデバイスの担当者の連絡先 E メールアドレス 

ContactName Info： このデバイスの担当者の名前 

ContactOther Info： その他の連絡情報 

ContactPhone Info： このデバイスの担当者の連絡先電話番号 

EnablePassword Passwords： enable モードに移行するパスワード 

EnablePrompt 
Prompts： デバイスが enable モード移行時パスワードの入力を促すプロ

ンプト 

EnableUsesAAA 
Passwords： enable モードへの移行時にユーザー名/パスワードの入力

を要求するか？ 

FileName Device： デバイスのベースファイル名 

Group 
Device： デバイスが所属するグループ名 

例： Default 

GroupID 
Device： グループフィールドに対応する ID-1 の場合は、新しいグループ

が作成されます。 

HostAddress Device： このデバイスの IP アドレスとホストアドレス 

ID Device： データベースでのこのデバイスの識別 ID 

Identification Info： このデバイスの識別 

LoginUsesAAA 接続時にユーザー名/パスワードの入力を要求するか？ 

Model Device： デバイスの型番 

Name Device： デバイスの名前 

Port Device： このデバイスへの接続に使用するポート 

PrivilageLevel Passwords： enable モードの特権レベル 

RequireVTYLogin Passwords： デバイスへの接続時にパスワードの入力を要求するか？ 

SerialNumber Info： デバイスのシリアル番号 

SerialOther Info： その他のシリアル番号情報 

SNMPRead Password： SNMP Read コミュニティ名 

SNMPWrite Password： SNMP Write コミュニティ名 

SSHPassword Password： このデバイスへの SSH接続に要求される SSHパスワード 

SSHUsername Password： このデバイスへの SSH接続に要求される SSH名 

TypeID Device：デバイスタイプの ID（例： 10） 

TypeOfDevice 
Device： デバイスタイプの名前 

（例： “Cisco.Router.General”） 

VTYPassword 
Password： デバイスがログイン時に使用するパスワードを確認する場

合、使用するパスワード 

VTYPrompt Prompt： デバイスがパスワードを要求するときに表示するプロンプト 
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12.3.4.2 サンプルコード 

以下は、CatTools APIのDeviceオブジェクトを使用して、データベースのエントリを追加、編集、削除する

サンプルコードです。 

 

SAMPLE 

 

Add (追加) 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Dim Device As CatToolsAPI.Device 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

If DB.OpenConnection Then 

Set Device = DB.Devices.AddNew(“Cisco.Router.General”) 

If Not Device Is Nothing Then 

Device.Name = “My Device 01” 

Device.HostAddress = “192.168.1.1” 

Device.Group = “My Test Group” 

Device.RequireVTYLogin = True 

Device.VTYPass = “My Password” 

Device.ConnectionMethod = “Telnet” 

If DB.Devices.SaveDevice(Device) Then 

Debug.Print Device.Name & “ saved to the database OK.” 

Else 

Debug.Print “Adding “ & Device.Name & “ failed: “ &  

DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Debug.Print “Creation of a new device failed: “ &  

DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Debug.Print “DB connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

Set Device = Nothing 

Set DB = Nothing 
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SAMPLE 

 

Edit （編集） 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Dim Devices As CatToolsAPI.Devices 

Dim Device As CatToolsAPI.Device 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

If DB.OpenConnection Then 

Set Devices = DB.Devices 

Set Device = Devices.GetByName(“My Device 01”) 

If Not Device Is Nothing Then 

Debug.Print Device.Name & “ Loaded OK” 

Device.AAAPassword = “My New Password “ 

If Devices.SaveDevice(Device) Then 

Debug.Print Device.Name & “ saved OK” 

Else 

Debug.Print Device.Name & “ NOT saved: “ & DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Debug.Print “Device not found” 

End If 

Else 

Debug.Print “DB connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

Set Device = Nothing 

Set Devices = Nothing 

Set DB = Nothing 

 

SAMPLE 

 

Delete （削除） 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

If DB.OpenConnection Then 

If DB.Devices.DeleteByName(“My Device 01”) Then 
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Debug.Print “Deleted OK” 

Else 

Debug.Print “Delete failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Debug.Print “DB connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

Set DB = Nothing 

12.3.5 DeviceTypes 

DeviceTypes classは CatToolsの DeviceTypeオブジェクトを列挙する時に使用されます。 

以下のプロパティと関数を利用できます。 

12.3.5.1 プロパティ 

Count データベースに含まれるデバイスタイプ数 

12.3.5.2 関数 

Items Device オブジェクトの集合を取得します。 

Refresh データベースを再同期します。 

Sort DeviceType オブジェクトの集合を昇順または降順に並べ替えます。 

12.3.5.3 サンプルコード 

以下は、CatTools API を使用してデータベース内のデバイスタイプの一覧を表示するサンプルコードで

す。 

 

SAMPLE 

 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Dim DeviceTypes As CatToolsAPI.DeviceTypes 

Dim DeviceType As CatToolsAPI.DeviceType 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

DB.EncryptionPassword = “” 

DB.OpenConnection 
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If DB.Connected Then 

Set DeviceTypes = DB.DeviceTypes 

If Not DeviceTypes Is Nothing Then 

Debug.Print DeviceTypes.Count & “ device types in the database” 

For Each DeviceType In DeviceTypes 

Debug.Print “->” & DeviceType.Name 

DoEvents 

Next 

Else 

Msgbox “Error:” & DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Msgbox “Connection failed: “ & DB.ErrDescription 

End If 

DB.CloseConnection 

Set DeviceType = Nothing 

Set DeviceTypes = Nothing 

Set DB = Nothing 

12.3.6 DeviceType 

DeviceType class は CatTools のデバイスタイプをカプセル化します。 

以下のプロパティを利用できます。 

12.3.6.1 プロパティ 

ID データベース内のデバイスタイプを識別する ID 

IniFile デバイスタイプを定義した ini ファイル 

Name 画面上に表示するわかりやすいデバイスタイプの名前 

 

DeviceTypes を追加、編集、削除することはできません。 

DeviceTypesクラスを使用してDeviceTypeオブジェクトを列挙し、ドロップダウンリストにデバイスタイプを

設定できます。 

12.3.7 Groups 

Groups class は CatToolsの Groupオブジェクトを列挙します。 

以下のプロパティと関数を利用できます。 
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12.3.7.1 プロパティ 

Count データベースに含まれるグループ数 

12.3.7.2 関数 

Items Group オブジェクトの集合を取得します。 

Refresh データベースを再同期します。 

Sort Group オブジェクトの集合を昇順または降順に並べ替えます。 

 

注意 このオブジェクトを使用すればGroupを列挙できますが、Groupオブジェクトの追加、編集、

削除はできません。Groupを追加するには、Deviceにテキスト値を与えてください。Device

の保存時に Groupが作成されます。 

12.3.7.3 サンプルコード 

以下は、CatTools API を使用してデータベース内の Group の一覧を表示するサンプルコードです。 

 

SAMPLE 

Dim DB As CatToolsAPI.Database 

Dim Groups As CatToolsAPI.Groups 

Dim Group As CatToolsAPI.Group 

 

Set DB = New CatToolsAPI.Database 

DB.OpenConnection 

If DB.Connected Then 

Set Groups = DB.Groups 

If Not Groups Is Nothing Then 

Debug.Print Groups.Count & “ groups in the database” 

For Each Group In Groups 

Debug.Print “->” & Group.Name 

DoEvents 

Next 

Else 

Msgbox “Error:” & DB.ErrDescription 

End If 

Else 

Msgbox “Connection failed: “ & DB.ErrDescription 
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End If 

DB.CloseConnection 

Set Group = Nothing 

Set Groups = Nothing 

Set DB = Nothing 

12.3.8 Group 

Group class は CatToolsのデバイスのグループをカプセル化します。 

これは、デバイスの編集時に Group ドロップダウンリストに表示される値です。 

以下のプロパティを利用できます。 

12.3.8.1 プロパティ 

ID データベース内のグループを識別する ID 

Name 画面上に表示するわかりやすいグループの名前 

 

注意 CatToolsは開始時にデータベースから使用されていないエントリを削除します。 

 

Group クラスを使用して Group の追加/編集/削除は行えません。 

新しいグループを追加するには、Devices.Groupプロパティに新しいグループを設定します。 

Groups クラスを使用して Group オブジェクトを列挙し、ドロップダウンリストにグループを設定できます。 

12.4 CatToolsAPIの制限 

APIには以下の制限があります。 

 API は CatTools の一部であるので、CatTools をインストールしたコンピュータ上でのみ使用でき

ます。（リモートコンピュータ上の CatTools にアクセスする為に他のコンピュータから API の DLL

を使用することはできません。） 

 API はデータベース接続、デバイスおよびデバイス関連データへのアクセスに限られます。API

内にアクティビティ関連の利用可能な公開クラスはありません。 

 APIは CatToolsデータベース内のデバイスデータ（例えば、アクティビティで使用されているデバ

イスの値）を直接編集できるので、CatToolsのスケジューラータイマーは CatToolsのユーザーイ

ンターフェースから停止させておくこととAPIコードやスクリプトの実行前に現在実行中のアクティ

ビティが存在しないようにすることをお勧めします。これを行わない場合、予期せぬ問題が発生

する可能性があります。 
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 CatTools スケジューラーのタイマーの開始と停止を行う APIはありません。 
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13 CatToolsの運用 

本章では、CatTools の運用における基本的な手順を説明します。 

13.1 CatToolsのデータのバックアップ 

CatToolsのデータのバックアップは次の情報を保存します。 

 

1. CatToolsのデータベースをファイルメニューから保存します。 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Backup current database］を選択 

2. 登録したデバイスをエクスポートします。 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Export］⇒［Export devices to delimited file］を選択 

3. 登録したアクティビティをエクスポートします。 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Export］⇒［Export activities to delimited file］を選択 

4. 次の各フォルダに保存されたファイルを保存します。 

 Captured Data 

 Configs 

 Reports 

 TFTP 

5. カスタムデバイステンプレートを作成していた場合はテンプレートを保存します。 

6. カスタムアクティビティを作成していた場合はテンプレートを保存します。 

7. カスタムスクリプトを作成していた場合はスクリプトファイルを保存します。 

8. Variations 機能を使用していた場合は、Variations フォルダの中にあるファイルを全て保存します。 

注意 デバイスやアクティビティのエクスポートが失敗する場合は、「地域と言語」の［Unicode 対応で

はないプログラムの言語］のシステムロケールを『英語（米国）』へ変更してください。 
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13.2 CatToolsのデータのリストア 

CatToolsのデータのリストアは次の手順で行ないます。 

 

1. CatToolsのデータベースをファイルメニューからリストアします。 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Restore database from backup］を選択 

2. 登録したデバイスをインポートします。 

ファイルメニュー［File］⇒［Database］⇒［Import］⇒［Import devices from tab delimited file］を選択 

3. 次の各フォルダへ保存しておいたファイルを戻します。 

 Captured Data 

 Configs 

 Reports 

 TFTP 

4. カスタムデバイステンプレートを作成していた場合は、ファイルを戻します。 

5. カスタムアクティビティを作成していた場合はファイルを戻します。 

6. カスタムスクリプトを作成していた場合はスクリプトファイルを戻します。 

7. Variations 機能を使用していた場合は、Variations フォルダの中にあるファイルを全て戻します。 

注意 デバイスやアクティビティのインポートが失敗する場合は、「地域と言語」の［Unicode 対応では

ないプログラムの言語］のシステムロケールを『英語（米国）』へ変更してください。 

 

注意 手順４で、必要が無ければファイルを戻さないで下さい。いくつかのファイルは上書きされたり、

削除されたりします。 

13.3 CatToolsのバージョンアップ 

CatTools を古いバージョンから新しいバージョンへアップデートする場合について、説明いたします。 

13.3.1 上書きインストールをする場合 

古いバージョンから新しいバージョンへバージョンアップを行なう場合、上書きインストールを行なうと、デ

ータベースを自動的にマイグレーションし、セットアップを行ないます。 
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但し、古いバージョンのCatToolsはデータベースを用いていないものがあり、それについてはデータベー

スのマイグレーションを行ないません。 

また、比較的新しいバージョンであっても、暗号化システムの変更により、登録したデバイスのパスワー

ドを複合できない場合があります。 

古いバージョンから新しいバージョンへのデータベースのマイグレーションは、構造にあわせて何度も行

われる為、大変長い時間がかかります。（場合によっては 30～50分） 

この間、インストール環境の再起動やシャットダウンは絶対に行わないでください。 

 

上書きインストールをする場合、CatTools をサービスモードでインストールしている場合は、CatTools サ

ービスを停止してから、新しいバージョンのインストーラを起動してください。 

上書きインストールが始まると、元のバージョンへは戻せなくなりますので、事前にディスクイメージ等を

取得しておいて下さい。 

13.3.2 新規インストール、あるいはインストールを移設する場合 

古いバージョンのCatToolsのインストールを削除したり、あるいは別のシステムに移動する場合、同一ラ

イセンスのシステムが同時に起動しないようにご注意下さい。同一ライセンスのシステムが同時に起動し

ていることを確認すると、ライセンスが無効化される場合があります。必ず、古いバージョンからデータを

保存した後、古いバージョンを停止し、新しいバージョンにデータを移してください。 

ただし、サポートサービスの延長を１度停止し、改めて CatToolsを購入した場合は、ライセンスの継承が

ありませんので、同時に起動・使用しても問題はありません。 

 

Ver 3.8.0 以前のバージョンではライセンスコード形式の認証でしたが、Ver 3.9.0以降はアクティベーショ

ン形式となり、ハードウェア環境を認証します。 

13.3.3 仮想環境について 

VMware 等の仮想マシン環境でサポートされているオペレーティングシステムで稼動している CatTools

はサポート対象ですが、仮想環境のデバイスドライバに原因があると見られる部分はサポート対象外で

あり、適切なサポートプロバイダへ連絡してください。 

 

Ver 3.9.0以降に導入されたアクティベーションシステムでは、仮想環境に作られた仮想ハードウェアを個

別に見分けます。つまり、リストアされたりクローニングされたり、仮想マシンイメージは、CatTools のアク

ティベーションシステムでは別のものと認識されます。 

例えば、CatTools をインストールし、アクティベーションを済ませた仮想マシンをバックアップしても、その

バックアップイメージの CatTools は動きません。 
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13.4 CatToolsの自動インストール 

CatTools では、ユーザーが介在せずにソフトウエアのインストールと起動を自動的に行うことができます。

CatToolsを標準の対話式アプリケーションとしてインストールし起動するには、次の情報が記述されたバ

ッチファイルを作成する必要があります。 

 

“*AppPath¥CatTools_X.X.X.exe” /S INSTALL=APP /D=*InstallPath  

”*InstallPath¥CatTools.exe” （1行で記述してください。） 

 

バッチファイルの記述例 

“C:¥CatTools_3.7.0.setup.exe” /S INSTALL=APP /D=”C:¥Program  

Files¥CatTools3” “C:¥Program Files¥CatTools3¥CatTools.exe” 

（１行で記述してください。） 

 

CatToolsを Windowsサービスとしてインストールし起動するには、次の情報が記述されたバッチファイル

を作成する必要があります。 

“*AppPath¥CatTools_X.X.X.exe” /S INSTALL=SERVICE /D=*InstallPath  

”*InstallPath¥CatTools_Manager.exe” 

（１行で記述してください。） 

 

バッチファイルの記述例 

“C:¥Program Files¥CatTools3¥CatTools_Manager.exe”  

”C:¥CatTools_3.7.0.setup.exe” /S INSTALL=SERVICE /D=”C:¥Program 

 Files¥CatTools3”  

”C:¥Program Files¥CatTools3¥CatTools_Manager.exe” 

（１行で記述してください。） 
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